
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

12月  8日 35(9) 前々回 30 100.00 0  

12月  22日 35(9) 前回 27 87.10 4 石高・森川・引田・丸茂 

1月  12日 35(9) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   1月  20日 (水） - - 4クラブ合同例会は中止となりました 

   1月  26日（火） 12：30 2736 第5回クラブフォーラム「職業奉仕について」 

   2月   2日 (火） 12：30 2737 第6回クラブ協議会「IM開催に向けて」90分例会 

   2月   9日（火） - - 取り止め例会(祝日週) 

今 

後 

の 

情 

報 

◆会長 冨岡弘文会員／あっという間に半分まで来ま

した。後半も、どうかよろしくお願いします。24才の

時、無理して買ったお気に入りのコート。カミさん

に、肩パットがダサイと言われ、悲しかったです。 

◆眞鍋藤正会員／先週の小生のつたない卓話を懸命に

メモして下さった会長に御礼申し上げます。44回目の

皆出席有難うございます。道岸さんの年まで頑張ろう

と密かに思っていますので、どうか宜しくお願いしま

す。今年の我が家のターキーを食べる夕べは、12月19

日に開催。藤正ファミリー15人プラス甥夫婦で各自1品

持ち寄りのビンゴ大会では、2歳のひ孫が大活躍。もう

少しガンバロウ！！（我が家は、神主の子孫だからサ

ンタクロースは来ないよと60年昔は娘たちを納得させ

ました） 

◆籾山豊会員／今年も一年お世話になりました。どう

ぞ皆さん良い年をお迎え下さい。 

◆増正之会員／大和市のコロナウイルス感染者は、こ

の１週間で45人。21日現在で368名になりました。お互

いに3密は守りましょう。 

◆伊藤健司会員／今年も色々とお世話になりました。

今日から「風の時代」です。新しい価値感を活用し

て、良い風を掴みたいと思います。 

◆本田誠一会員／大変な一年が終わろうとしていま

す。苦労という言葉は使いたくありませんが、楽とい

うことも少なく、社長としては、かつて経験のないこ

とばかりでした。家族の絆は深まり三女の婚約、六人

目の孫の誕生は支えとなりました。 

◆山田己智恵会員／一輪車クラブ

公演会を13日に盛会のもと終える

ことができました。20年前の代表

としては、感無量です。ロータ

リークラブの皆様には、支援金・

協賛金をたくさんいただき開催す

ることができたものと心から感謝

します。 

又、当日は会長はじめ多くの方に

来ていただき、子ども達も多くに

人に支えられていることを感じて

くれたと思います。大変ありがとうございました。小

金澤さん、伊藤彦二さんの手術が成功に終わったとお

聞きしました。本当に良かったです。今後の回復を心

から願っています。 

 

＜12月のお題『2020年』＞ 

 

眞鍋藤正会員 

・ねずみ年 ターキー食べて 丑をまつ  

・コロコロに チューは追われて モウタッチ 

古木通夫会員 

・マスク顔 どんな美人か 分からない 

・着け忘れ 冷たい視線 ノーマスク 

・会った人 数えるほどの 一年間 

・コロナでも 深夜歩きは 快適だ 

委員会報告 皆出席・在籍年数お祝い 

出席委員会： 

花岡会員がなぜかツ

ボに入ってしまい、

読 み 上 げ 不 能 に

（笑）。 

 

「冨岡会長、笑わせ

ないでよ！」とはご

本人曰く。 

【眞鍋藤正会員】 

  皆出席44年 

  在籍年数44年 

【松川健治会員】 

  皆出席2年 

  在籍年数9年 

 

おめでとうございます！ 

スマイルBOX 本日 ¥17,000 スマイル補助金 ¥68,000 累計 ¥410,400 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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あっという間に半分まで来

ました！「ロータリーを活

用しよう」というテーマを

実現する為には先ず、ロー

タリーとクラブの良さを理

解することが一番重要と

思って取り組んできまし

た。その後は会社経営も同様ですが目標を掲げ

て、現状を分析し問題点を明らかにする。そして

改善する。場合によっては作り直すという取り組

みです。 

本日のクラブ協議会では、委員会ごとに一言ずつ

発表をお願いします。半期を振り返る中でこれら

のきっかけになれば、良い取り組みになるものと

思います。 

例会前の理事会で、コロナにより長期間の欠席を

余儀なくされている会員に対して、会費の一部を

返金することを承認いただきました。あくまでも

特例措置ですが、昼食を共に出来ない方への配慮

です。また、財団と米山の寄付についてご案内も

する必要があるものと考えています。 

故岡田安二会員の奥様から、一周忌に際し5万円

のご寄付を賜りました件について、奉仕予算に組

み入れることを決議しました。お手紙も頂戴して

いますのでご披露いたします。 

 

 

・年始の例会は1月12日から

です。 

【配付物】 

・次第 

・週報 

・絵画コンクール 収支報告 

・ＩＭ実行委員会の組織図 

                            

【回覧】  

・ハイライトよねやま 

・rotary 

・やまと社協だより 

・やまと子ども絵画大賞 後援のお礼と報告 

・(株)タイカ様より防災用品のご案内 

三浦高義幹事 

2021年1月12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 2734回 2020 年 12 月 22日(火) 

     司   会  /    SAA  増 正之 君  

     斉  唱 /   「奉仕の理想」   

    Ｓ.Ｌ.   /      山田 己智恵  君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし 

 



三浦幹事より7月からの会務報告の後、各委

員会より半期を振り返っていただきました。 

 

出席委員会 眞鍋委員長 

昔は委員会が厳しく、休

む理由を追及されたこと

も。 

世の中の変化に対応し出

席委員会の役割も変化す

るのでしょうが「出席の

権利」という積極的な意識で捉えたいもの。 

一方で、メイキャップが一年単位というのは

管理するのが大変です。 

 

会報委員会・ 

職業奉仕委員会 

相原委員長 

職業奉仕の見地から卓話

をしてもらい、会報に掲

載できた。 

卓話の内容を、Facebook

等に掲載していて、今後

も情報発信をして参ります。 

年度後半は、ミニ卓話をたくさん実施予定で

す。 

 

親睦委員会 武田委員長 

野郎会、すだて、新会員

合同歓迎会と慎重にしな

がらも成功だったが、ク

リスマス家族会が出来ず

残念。 

 

会員選考委員会 

籾山委員長 

今年は委員会も開くこと

が出来なかったので、来

年は実行して行きたいで

す。 

 

会員維持委員会 

古木委員長 

前半では銀行の異動以外に

退会者が無く良かった。 

コロナの影響を受ける会員

への支援など考えたい。 

 

会員増強委員会・ 

食べ歩き同好会 

本田委員長（副委員長） 

丸茂会員を迎える事が出来

ました。後期では３名増員

を見込んでいます 

コロナで、食べ歩けません

でしたが、落ち着いたら行きたいものです。 

 

プログラム委員会・ 

青少年奉仕委員会 

松川健治委員長 

プログラム作りは、ここま

で無事に出来ました。 

後半は会員卓話など展開し

たいものです。 

絵画コンクールは地区補助金を活用できたこ

とが今年のポイントです。 

 

スマイルボックス委員会  

山田副委員長 

本日までに３３万円。 戸

張委員長発案の川柳が活発

です。 

 

 

研修委員会 冨岡委員 

会長方針の大規模な炉辺会

合が実現不能なところ、小

規模な炉辺会合を一つ成功

できたので、後続を推進し

たい。 

 

                                           

第5回クラブ協議会「半期を終えて」 

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職業に、人生にロータリーを活用しよう 

冨岡会長                              

社会奉仕委員会 

増委員長 

社会奉仕はテーマが８つ

と幅が広いのだが、本年

度は地元に注力して展開

をしています。先ずは献

血支援で成果がありまし

た。 

青少年奉仕委員会と合同事業の絵画コンクー

ルも成功させることが出

来ました。 

 

国際奉仕委員会・ロータ

リー財団委員会・米山記

念奨学委員会 冨岡会長 

国際奉仕は、台湾七星ク

ラブが提唱する過疎地域

の教育支援事業をグロー

バルグランツとして協賛していることが特筆

点です。クラブの奉仕予算からも2年度分の

予算を合わせ30万円少々の送金が決まってい

ます。 

財団については卓話の時間を取って理解の普

及に努めました。米山寄付金についても同奨

学生の活躍などを知ることで寄付の価値を理

解したいと思います。 

 

姉妹友好クラブ 

伊藤健司副委員長 

伊藤委員長はアナログ重

視で、参加型の取り組み

を企画しているがコロナ

で中止が続いているとこ

ろです。昨年の台湾訪問

が中止となり渡航費の返

金処理など致しました。台湾国際大会や七星

訪問について、情勢を判断し、余計な混乱を

避けながら取組んで参ります。 

 

釣り同好会 伊藤健司委員 

竿頭（さおがしら）率が高いのは三浦さんで

す。船に乗ること自体がとても楽しいです。 

 

 

 

IM実行委員会 

吉岡副委員長 

闘病中の佐々木委員長に代

わり、クラブ内の責任者を

務めており、本日が9回目の

委員会開催です。例年のIM

ではホストクラブの独断専

行にガバナー補佐が置き去

りにされるケースが多いのですが、我々はガ

バナー補佐を委員会のトップにして、ガバ

ナーの希望を全面的に実現すべく取り組んで

います。 

 

SAA 吉岡委員長 

例会司会はチームを組んで行っています。 

委員会を開いて、SAAについて歴史など学ぶ

機会も持ちました。 

 

ゴルフ同好会 

武田副委員長 

手術を受けたメンバーなど

は元気に快復。一度行った

コンペは籾山さんが優勝で

した。 

 

カラオケ同好会 

長谷川委員長 

音のないカラオケを一回や

りました。 

 

 

会計 冨岡会長 

コロナで例会中止期間が

長かった前年度より、余

剰資金を引き継ぎまし

た。過去に運営費に苦労

した年度を思えば資金面

では楽なのですが、活動

に制限があることが良い

訳ではありません。奉仕予算については、改

定以前の内規により香典を徴収してお渡しし

ていたものをご遺族からご寄付賜わった経緯

などあり、こちらも潤沢です。然しながら決

して無駄な使い方はしないのが当クラブの素

晴らしいところだと思います。 


