
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

11月  24日 35(8) 前回 28 87.5 4 佐々木、本田、引田、森川 

12月  1日 35(8) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥7,500 累計 ￥300,900  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   12月  8日 (火） 12：30 2733 ミニ卓話 眞鍋藤正会員 吉岡善一会員 

   12月  15日 (火）   振り替え休会（12/13分） 

   12月  22日（火） 12：30 2735 第五回クラブ協議会「半期を終えて」※90分例会 

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

今 

後 

の 

情 

報 

 

◆座間ＲＣ 磯部芳彦様／11月11日のゴルフコンペ欠席に就き本日メークにお伺い致しました。 

◆会長 冨岡弘文会員／スマフォを新しくしました。通信速度が速くなるとの事ですが、私のしゃべり

が、更に高速になる訳ではありません。 

◆中戸川公明会員／妻の誕生祝いをありがとうございます。 

◆増正之会員／やっと冬らしくなりました。身体に気を付けましょう。 

◆相原聰会員／皆出席祝いありがとうございます。このたび、次男、陽輝が美大に合格しました。11月 

1日に住まいを大学の近くの横浜市青葉区に移しました。豊かな生垣と庭に大きな桜の木があります。お

花見にいらっしゃって下さい。 

◆花岡淳子（アツコ）会員／伊藤彦二会員！美味しい長イモ有難うございました。自転車に乗って、病気

療養中とは思えない程、元気な様子で届けて下さいました。 

11月のお題『秋』 

 

・はやく来て やたら気になる お弁当 冨岡弘文会長 

 （食欲の秋、会長は、お弁当をゆっくり味わえない。） 

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。 

 

ＩＭ実行委員会 副委員長 吉岡善一会員／ＩＭ実行委員会の各委員長が決まりました。委員長のもと、

各委員を決めていきますが、全員が委員となりますのでご協力お願いします。 

委員会報告 

親睦委員長 武田茂会員 
ＩＭ実行委員会 副院長 

吉岡善一会員 
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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 2731 回 2020 年 11 月 24 日(火) 

     司    会 /    吉岡善一  

     斉  唱 /  四つのテスト  

    Ｓ.Ｌ.   /  戸張美穂 

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  座間ロータリークラブ 磯部芳彦 様 

 

 今日は今月の最終例会で、例会後に定期理事会を開催します。 

クラブによっては月初めの開催を恒例にしているようですが、次月のことを話したいので、月末にと思っています。な

んだか毎回、議案が山盛りです。ロータリークラブでは、理事会が決議機関としていますが、 

会社や行政機関と違うのだから、偉いとかでは無く、会員全体のためのお手伝い機関かなと理解しています。議決

はクラブ運営のケジメを付けることかなと。理事会で取り上げたい内容も、決議を待っているとタイミングが遅れてし

まうのであれば、例会でお話しして行こうと思います。ご意見があれば、理事役員にお伝えいただけたら、より良い

理事会になると思う次第です。 

 出席免除とは言っても、長期欠席を気にされている方が居られます。また、コロナ

や病気などで、長期間例会に出席できない事が判明している会員については食費相

当の会費減免措置なども検討したいと思います。「みんなに公平」を皆さんに考えて

頂き、ご意見を理事・役員にお伝え願いと存じます。 

【幹事報告】 

・12月1日は、年次総会です。 

 

【配付物】 

・次第・週報 

・相原会員 活動計画書用住所シール（ご自宅引越しされたため） 

                                 

【回覧】  

・中央林間一輪車クラブ協賛金 

・クリスマス家族会出欠表 

・4クラブ合同例会出欠表 

・2021年国際ロータリー年次大会参加旅行募集案内 

 

冨岡弘文会長 

三浦高義幹事 



お誕生日、皆出席祝い、在籍年数お祝いの方々 

出席報告 

眞鍋藤正会員 

ご夫人のお誕生日  

おめでとうございます。 

中戸川公明会員 

お誕生日 

おめでとうございます。 

松川清会員 

 

皆出席祝い 1年 

在籍年数祝い 1年 

おめでとうございます。 

山田己智恵会員 

皆出席祝い 4年 

在籍年数祝い 4年 

おめでとうございます。 

相原聰会員 

在籍年数 2年 

おめでとうございます。 

川本龍成会員 

 

在籍年数はお祝いの品がありませんので、 

前に出ず着席での御祝でしたので写真がありませんでした。

申し訳ございません。 

編集後記 

 ＳＡＡと出席報告の所の青い枠の文字は今月編集担当の松川が

加筆したものです。 

週報は会報委員会が担当し、持ち回りで月ごとに担当を変え作成

しております。 

古川会長、花岡幹事から作成を開始し、大変な予算の削減にも

なっております。他クラブからも好評を得ているようです。 

会報委員会は委員を募集しております。 

編集作業などは思っているほど、難しくありませんので、挑戦さ

れてみてはいかがでしょうか？ 

 

 

ＳＡＡ（司会） 

吉岡善一会員 

皆さん、時間になりましたら

着席お願い致します。  

 

例会欠席の際には連絡を

お願い致します。 

親睦委員会恒例クイズ 

答え 

１、③柿   ２、②水 

３、①梅干し ４、①枝豆 

                                           
 卓話：地区補助金について（冨岡弘文会長） 

会長の時間の内容が本年度の取り組みについて

の説明など堅苦しくて済みません。今日の

フォーラムは補助金がメインですが、私がこれ

までに「そうだったのか！」と思ったことを取

り上げて参ります。 

 スクリーンに映っているのはクラブ活動計画

書です。来週は年次総会で、本田さんの次の会

長が決まります。同時に本田年度の理事役員も

承認します。指名委員会が組織されこれまでに

４回の委員会が開催されました。この流れがこ

の図表で示されています。 

 隣のページには、会員の選考方法が図表で説

明されています。ロータリーでは、直接アタッ

クする前にクラブ内の承認が必要なのが、

ちょっとややこしい仕組みです。これは、既存

のメンバーを大切にする思想。メンバーが反対

する人は誘えないという事です。 

 次の資料は「2020-21年度 ロータリー財団

ハンドブックです」。なるほどと思った第一

は、財団の歴史です。1917年から歴史が始

めっていますが、これは「信頼できる取引先の

仲間が親友になったら最高」という設立当初の

理念から、10年余りの期間が過ぎて「世の中に

良いこともしよう」という余裕が生まれた時期

なんだろうと想像しました。 

 補助金については、地区の補助金に対して国

際的な範囲のグローバルグランツがあり、こっ

ちがロータリーの「花」なんだそうです。 

財団の予算としては、約380億円と見て取れま

すが、これは大和市の税収とほぼ同じと言うと

規模感がイメージできますでしょうか？ 

 驚くのは、図で約半分がポリオプラスに充て

られている点です。ポリオの予算は、3分の２

がビルゲイツ財団から供出を受けていると説明

があったと思います。 

 補助金の申請は事業を行う前年なので、会長

エレクトが中心となります。また、受け取った

補助金を正しく使ったことを証明する経理報告

が思ったよりも大変でした。 

会員からのご意見 

・伊藤健司会員：財団の予算に占めるポリオ  

の割合に驚きました。 

 

・宮東会員：ポリオ撲滅はなかなか厳しいと

感じています。 

 

・松川健治会員：青少年奉仕委委員長として

絵画コンクールの補助金の経理報告をやって

いますが、時代遅れなルールが多くて苦労し

ています。 

 

・長谷川会員：ライオンズなど他の団体と比

較してロータリーは奨学金制度が非常に充実

しています。世の中を良くする人を育てるこ

とを理念としています。 

左の図はポリオの支出総額のグラフ

です。 

マイロータリーから確認できます。 

 

ぜひ！マイロータリー登録
宜しくお願い致します。 

 

登録希望者は細川康治会員に 

お声がけ頂ければご案内致します。 


