
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

11月  24日 35(9) 前々回 28 90.32 3 本田、引田、森川 

12月  1日 35(9) 前回 29 90.63 3 森川、山田、丸茂 

12月  8日 35(9) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥12,500 累計 ￥313,400  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   12月  13日 (火） - - クリスマス例会は中止（春に延期）です。 

   12月  15日（火） - - 休会 

   12月  22日 (火） 12：30 2734 第5回クラブ協議会「半期を終えて」90分例会 

   12月  29日（火） - - 取り止め例会 

今 

後 

の 

情 

報 

◆座間ＲＣ 磯部芳彦様／またまた（たまたまで

はありません）お世話になります。 

◆会長 冨岡弘文会員／あっという間の12月。

すっかり寒くなりました。例会に来て、皆さんと

会って、暖かくなってうれしいです。 

◆道岸唯一会員／伊藤彦ちゃん、長いもを頂きあ

りがとうございました。 

◆小金澤和夫会員／誕生日を祝っていただき、

（81才）ありがとうございます。今年もあます

所、1ヶ月となりました。皆様、風邪を引かぬよう

注意して下さい。 

◆武田茂会員／来年のカレンダーが出来上がりま

した。持ってきていますのでご希望の方は、武田

まで。 

◆増正之会員／大和のコロナ感染者11月30日現

在、255名（11名増加）となる。まだ増えそうで

す。お互い気を付けましょう。 

◆伊藤健司会員／年次総会が無事

に承認されたと思いますので。あ

りがとうございました。 

◆本田誠一会員／我が家に朗報。6

人目の孫が持つべき物を持って

11/24、3,650 ｇ で 誕 生。昨 日 退

院。賑やかになりました。（れお

ん君です） 

 

＜12月のお題『2020年』＞ 

 

古木通夫会員 

・無くなると なぜか寂しい 忘年会 

・家を出ず 人に会わずで 丸一年 

 

吉岡善一会員 

・脱はんこ カラースキャンで テレワーク 

委員会報告 

副幹事 

伊藤健司会員                        

 

 
青少年奉仕 委員長                                     

松川健治会員 

公共イメージ・ 

雑誌委員会 

吉岡善一会員                    

IM実行委員会 

副委員長 

吉岡善一会員              

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 

大和ロータリークラブ 週報 
Yamato  Rotary Club Weekly 

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

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マ 

  

 

  

 早いもので12月、今日は定時

総会です。7月から繰り返しロー

タリーの仕組みや歴史など私な

りに語ってきました。自分の入

会当時が、高揚感はあるもの

の、分からないことだらけでし

んどいと感じたこともあったか

らです。理解を深めて、仕事や人生にロータリーを活

用して欲しいと思います。ロータリーを語り続けて、

私がロータリーという組織に心酔しているかと言う

と、実はそうではなく、私は大和クラブが好きなので

あって、個々のメンバーとその繋がりが大好きなので

す。 

本日は例会前に親睦委員会がありました。そして、ク

リスマス家族会を中止することを決定しました。私が

会長職で憧れていたのが、華やかなクリスマスの会場

で、ロータリー家族の皆さんをご紹介する舞台だった

ので残念ですが、賢明な判断だと思います。 

新型コロナの猛威が治まったら、春の集いのような形

で家族会を企画しようという事になりました。 

 

 

 

 

・12月のロータリーレートは 

1ドル105円です。 

 

【配付物】 

・次第 

・週報 

・2020～2021年度年次総会 

・決算報告（2020年7月1日～11月30日） 

                                

【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 

・ROTARY 

・台北七星RC週報 

・アムダ寄付について 

                        

 

三浦高義幹事 

2020年12月8日発行・編集：三浦 

  
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 冨岡弘文会長 幹事報告 

  

 第 2732回 2020 年 12 月 1 日(火) 

     司   会  /    SAA  増 正之 君  

     斉  唱 /   「君が代」「奉仕の理想」   

    Ｓ.Ｌ.   /      戸張 美穂  君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  座間ロータリークラブ 磯部芳彦様 

 



冨岡会長は年次総会開会を宣言し、三

浦幹事から総会成立要件充足の報告が

なされた。 

 

【第１号議案】 

会長ノミニーの選出 

 

 冨岡会長はこれまでの指名委員会に

よる経緯の説明の後、吉岡善一君を会

長ノミニーに選出することを議場に諮

り、拍手をもって承認された。 

 

【第２号議案】 

2021-2022年度理事役員の選出 

 

 冨岡会長により次年度理事役員候補

について説明があった。 

 

★理事候補者 

 

花岡淳子君、細川康治君、三浦高義

君、戸張美穂君、山田己智恵君 

 

★役員候補者 

 

会長 本田誠一君 

副会長 籾山豊君 

幹事 伊藤健司君 

会長エレクト 吉岡善一君 

副幹事 相原聰君 

会計 眞鍋藤正君 

直前会長 冨岡弘文君 

 

 議場に諮ったところ拍手をもって承

認された。 

 本田会長エレクト、吉岡会長ノミ

ニーから挨拶があり、年次総会は閉会

した。 

 

＜本田会長エレクト 挨拶＞ 

 

皆さんご指名に快諾いただきました。

このメンバーで、皆で一丸となって進

みます。よろしくお願い致します。 

 

＜吉岡会長ノミニー 挨拶＞ 

 

長く日本IBMに勤務しました。IBMで

は、頻繁に組織変更が実施されまし

た。ロータリークラブも、毎年、理

事・役員が全員入れ替わりますが、問

題なく運営されてきております。 

共通点や外資系会社の経験をお伝えで

きればと思います。 

また、ロータリーでは、地区の会員増

強委員を3年間勤めました。こちらで

                                           

２０２０～２０２１年度 

大和ロータリークラブ 年次総会 

大和ロータリークラブ 今年度の活動方針： 職業に、人生にロータリーを活用しよう

冨岡会長                              

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

の経験等もお伝えしたいと思います。 

幹事は、相原さんです。ふたりともIT

系技術者と建築設計者です。一見、硬

いようですが、やわらかい運営をした

いと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

＜決算報告＞ 

会計・花岡淳子会員より１１月末現在

の決算報告

を行った。 

米山功労者およびバースデーお祝い 

小金澤会員 

次年度理事役員の皆様（細川会員、山田会員は欠席）                     

ＳＡＡ 

増会員 


