
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

11月  8日 35(8) 前々回 25 83.3 5 佐々木、畠山、引田、丸茂、川本 

11月  17日 35(8) 前回 27 84.38 5 佐々木、川本、引田、森川、丸茂 

11月  24日 35(8) 本日     

                        http://www.yamato-rc .org/ 

  スマイルBOX   本日  ￥11,500 累計 ￥293,400  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   12月  1日 (火） 12：30 2732 年次総会 

   12月  13日 (日） 12：30 2734 クリスマス家族例会：うかい亭 

   12月  15日（火） 12：30  振り替え休会（12/13分） 

   12月   8日（火） 12：30 2733 ミニ卓話 

今 

後 

の 

情 

報 

 

◆会長 冨岡弘文会員／絵画コンクールの表彰式と展示会は素晴らしい出来ばえだった思います。来年も楽し

みです。本年度初の炉辺会合を開催しました。素敵なお店で、研修後も楽しかったです。 

◆古木通夫会員／先日、青年会議所が募集し応募したが、何の賞ももらえなかった一句。 

『台風で ゴーツートラブル
● ● ● ●

 思い出に』 

◆長谷川衛会員／第1回カラオケ同好会（炉辺会合を含む）エスカイヤ横浜で1年半ぶりに行うことが出来まし

た。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。炉辺会合では、五大奉仕を熱心にまじめに語り合

いましたことを付け加えておきます。 

◆増正之会員／カレンダーの時期になりました。届けないでごめんなさい。 

◆松川健治会員／先週ぎっくり腰になりました。夜中トイレに起き、痛みで倒れこみ家族に助けられながら休

み、明け方、トイレに到着。起床した次男が倒れている私の横で用を足していました。次男からみた私はどの

様にうつったのかな、スマイル致します。 

◆戸張美穂会員／本日は、ミニ卓話の時間を頂きありがとうございます。お耳をお貸し頂けましたらうれしい

です。お手元に詳しいパンフレットをお配りしておりますので、ご一読下さい。 

◆山田己智恵会員／チラシを配布させていただきましたが、皆様のご協力のおかげで中央林間一輪車クラブ記

念公演を開催することになりました。日時がクリスマス会と重なってしまい、お越しいただけないのが残念で

すが、当日パンフレットには協賛で大和ロータリークラブと入れさせていただきたいと考えています。クラウ

ドファンディングも11月29日まで行っています。目標金額達成でもぎりぎりの運営をしていますので、ご協力

いただけると嬉しいです。 

11月のお題『秋』 

 

・カロリーを 気にする秋は なさけない 古木通夫会員 

 

・仲秋の 月と並ぶる 火星かな 

・大接近 火星は僕を 守ってる 

・さあ獲るぞ 一意専心 日本一 伊藤健司会員 

 

・エノキタケ 羨み願う 終息を 松川健治会員 

 

・俺にうつすな！言ってる本人 ノーマスク 

（花岡が生きてたら多分こう言ったと思います） 

・もみじ手に 幸多かれと 願いよせ 

（新生児の孫達の手を見てひとこと） 花岡淳子会員 

 
・銀婚式 空と海2つの月に見守られ 海辺のプロポーズ スマイルＢＯＸ委員会委員長 戸張美穂会員 

親睦クイズ答え 

なら県 ちば県 しが県  

ぎふ県 みえ県 さが県 
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例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 冨岡 弘文 幹 事 / 三浦 高義 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 本田 誠一  副幹事 / 伊藤 健司 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 職業に、人生にロータリーを活用しよう】 

会長の時間 

幹事報告 

  

 第 2730 回 2020 年 11 月 17 日(火) 

     司    会 /    吉岡善一  

     斉  唱 /  君が代 四つのテスト  

    Ｓ.Ｌ.   /  山田己智恵  

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし  

 

絵画コンクールの表彰式と展示会は、会長が言うのもなんですが完璧だったと思います。 
早朝の準備から一日がかりの取り組みに多くの方にご協力いただき、ご高齢のメンバーも会場

まで足を運んでくださって、クラブを挙げての活動になりました。学校関係との調整から補助

金の経理報告まで対応して下っている松川奉仕委員長をはじめ、困難な事に率先して取り組ん

でくださる皆様を尊敬するばかりです。表彰式を２回に分けたのも良かったです。次年度が更

に楽しみとなりましたね。 
今年の絵画コンクールは地区補助金を受けましたが、台湾七星クラブから次年度の補助金事

業を手伝って欲しいと言われている件の報告があります。先日、会長エレクトを対象にした地

区補助金説明会に参加して、この件を相談しましたところが、全く無理と言われてしまいました。地区の

補助金は大和クラブが現地で活動をするものでないと対象にはならないそうです。台湾の蔡さんに、日本

のロータリーは厳しいねと話をしました。 
一方、国際ロータリーのグローバルグランツへ私がネットで申し込んでいるものについては、地区の推

薦を受けることに成功しました。本来であれば、同様な理由で却下されるところを、他クラブの申請がゼ

ロで、ガバナーによる格別の取り計らいだそうです。 
このままRIで承認されるかは未定ですし、そもそも台湾の方が来春までに間に合うのか分かりません

が、成功すれば２７８０地区で初めての実績だそうです。先ずは繋げる事が出来そうで良かったです。 

【幹事報告】 

・11月度のロータリーレートは104円です。 

【配付物】 

・次第・週報・10月理事会議事録・10/13歓迎会収支報告 

・クリスマス家族会ご案内・炉辺会合報告書・財団寄付の封筒                

【回覧】  

・クリスマス家族会 出欠席表・4クラブ合同例会 出欠席表 

・タウンニュース（絵画コンクールの記事が掲載されています） 

・インドへの緊急国際支援協力のお礼状・コロナ禍におけるアンケート結果 

・ROTARY 



                              

米山功労者表彰 

委員会報告 座間ＲＣより感謝状 

 

 

親睦委員会 委員長 武田茂会員／12月13日（日）クリスマス家族会の件。 

 

研修委員会 冨岡弘文会員／炉辺会合の報告。 

 

青少年奉仕委員会 委員長 松川健治会員／絵画コンクールについて。 

 

スマイルＢＯＸ委員会 委員長 戸張美穂会員／本日からテーブルの上に紺色の箱を置かせて頂いております。中に

“ワンコインスマイル”の用紙が入っております。11月のお題は“秋”です。皆様どしどしつぶやいて下さい。エピ

ソードや込めた思いなどそえて頂けると楽しいです。月毎のベスト１の方にはお楽しみプレゼントを絶賛ご用意中で

す！ 

長寿会員表彰：おめでとうございます 

親睦委員会クイズ 

冨岡弘文会長 

 

宮東悠会員 増正之会員 古木通夫会員 

道岸唯一会員 
眞鍋藤正会員 松川清会員（代理） 

出席報告 

眞鍋藤正会員 武田茂会員 

〇〇県、ひらがな二文字入る県は

６つあります。何県でしょうか？ 

 

答えは最終ページにございます。 

                                            ミニ卓話：戸張美穂会員（保険について） 

 
保険は既にお入りなっている方が殆どです。 

ガン含め大病の時の一時金、60日の待機期間が無

く、毎年、回数無制限で一生涯のお支払は朝日生

命だけです。 

 
つまり他社の様に60日待たされた上支払いは1回で

保険も消滅。ではガンの再発転移にも備えられま

せん。 
またガン通院治療の保険はアヒルさんと朝日生命

にだけ、かつ朝日生命が唯一アヒルさんの倍10年
間保障です。 

 
人生100年時代、介護保険の備えは必要不可欠で

す。 
要介護1で保険料が一生涯無料になり、要支援から

保障がある朝日生命の介護保険は、グッドデザイ

ン賞を頂いたシェアNO:1の唯一無二の保険です。 

また経営リスクに備える保険は、まとまった一時

金が入る様な保障で無ければお役にはたちませ

ん。 

 

この大変なコロナ禍だからこそ、ご自身、ご家

族、会社を守る為今の保険の内容をしっかり再確

認なさって下さい。 

 

そして是非その確認作業のお手伝いをさせて頂け

たらと思いますので、よろしくお願い致します。 
 

  

       ミニ卓話：冨岡弘文会長（定款・細則・内規について                               

 ミニ卓話 「名簿・定款・細則・内規について」 
 
 戸張さんのお話は、大変分り易かったですね。税理士という仕事柄、保険については経費やリスク管理を考え

る保険料の場面から、会社や相続人が大きなお金を受け取る保険金の場面まで、論点は多くとても重要だと認識

しています。メンバーに信頼できる専門家の方々がいることはとても有難いことです。 
 さて、今回も活動計画書を通じて、クラブについて振り返ってみませんかと言う提案です。私たちの計画書に

は会員名簿が載っています。昭和の時代に比べると個人情報に対する風潮に大きな変化があり、名簿にも様々な

意見があるように思います。大和クラブでは会員相互が便利なように多くの情報を記載していますが、皆さんは

どう感じますでしょうか？私自身は、取り扱いには注意はするとして、便利な方が好みではありますが。 
 会長エレクトの期間に、細則や内規については見直しを諮り、臨時総会をお願いして改定しました。大きく変

わったのは慶弔規定です。以前は会員死亡の香典については１万円を集めて、一括して届ける規定でした。

「ロータリーは平等」という精神の表れだったかと思います。自分が幹事をしていた時には長期間欠席をしてい

るメンバーから香典を預かるのに苦労しました。また近年は葬儀のスタイルも変わってきました。これに合わせ

ての規約改定です。また、例会次第についての規定を実際に合わせて変更しました。更に、出席ルールについて

は継続して慎重な検討を重ねて来ています。 
 ルールは守ってこそだと思いますし、実際に合わなければ見直したいもの。この辺りを丁寧にして、居心地の

良い大和クラブを維持して参りたいものと願います。本日は、年度の後半に向けて、どうかな～と見直す機会を

フォーラムに致しました。 

 

この度は、ミニ宅話をさせて頂き、ありがとうご 

ざいました。よろしくお願い致します。 

入っている=出る。ではありません。 
いつ、どのタイミングで、何回、いつまで出るの

かが、お命を守る保険の真価となります。 

 

要介護1とは 

●食事や排せつなど、時々解除が必要。 

●立ち上がりや歩行などに不安定さがみられる 

ことが多い。 

※つぎのいずれかに該当する場合は「要介護１」となり

ます。 

●認知機能の低下がみられる。 

●おおむね6ヶ月以内に介護の手間が増加する可能性が

ある。 


