
◆会長 冨岡弘文会員／長いトンネルをやっと抜けたよ
うな気分です。気がつけば春。あと12回の例会を、大切
に運営して参りたいと存じます。皆出席と在籍年数のお
祝いを、ありがとうございます。秋に開催予定の東京マ
ラソンに申し込みました。抽選の倍率は高いのですが、
わずかな希望を糧に、トレーニングを再開です。 
◆幹事 三浦高義会員／皆様、お久しぶりです。顔を合
わせる喜びを味わっています。 
◆道岸唯一会員／暫く振りの出席で何だか忘れものをし
たようで、ぼーぜんとしています。 
◆眞鍋藤正会員／久し振りの例会、楽しみにしていまし
た。ＩＴ時代が来ると言っても、生で会った方が、やは
り楽しいです。伊藤健司様、昨春の台湾訪問の後始末、
御苦労様でした。又、宜しくお願いします。 
◆長谷川衛会員／久し振りです。仲間はいいもんだ、
又、頑張ろう！！妻の誕生日を祝っていただきありがと
うございます。 
◆宮東悠会員／誕生祝いを頂き、アリガトウございま
す。 
◆武田茂会員／桜に乾杯 
◆増正之会員／引地川沿いの桜、三分咲きになりまし
た。これからの散歩は見頃になります。在籍年数のお祝
いありがとうございます。家内の誕生日祝いありがとう
ございます。忘れるところでした。 
◆伊藤彦二会員／昨年暮れ、無事、退院いたしました。
本日みたいに朝冷えると大変ですが、少しずつ元気に
なっています。 
◆伊藤健司会員／例会場で、皆さんとお会いできること

は、や・は・り・うれしいで
すね。ワクチン接種まで、何
とか乗り切りましょう。誕生
日をお祝いいただき誠にあり
がとうございました。 
◆松川健治会員／妻と祖母の
誕生日祝い、ありがとうござ
います。 
◆石髙誠一会員／皆さん、御
元気でしたか、お久しぶりで
した。釣り同好会は、今年に
入ってから順調に活動して居
ります。成績の方は余り深く
聞かないでください。 
◆相原聰会員／アイフィオー
リよりお知らせです。先日の
ＩＭ収録会では歌う機会を頂
きありがとうございました。
明日3/24から3/28まで、次男陽輝の絵画の個展を長津田
みどりアートパークにて開催いたします。4月より美大
生になり張り切っています。よろしくお願い致します。 
◆花岡淳子会員／お誕生日祝い有難うございました。お
祝いの方の人数が多くて、会長あいさつの時間が短く
なってしまったらゴメンナサイ。 
◆細川康治会員／久し振りに皆様方の元気なお顔を拝見
でき、大変うれしいです。誕生日のお祝いありがとうご
ざいます。 

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

12月  22日 35(7) 前々回 27 87.10 4 石高・森川・引田・丸茂 

 3月  23日 33(7) 前回 28 87.5 4 籾山・山田・引田・丸茂    

 3月  30日 33(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   4月   4日 (日） - -  家族会 お花見は中止になりました 

   4月   6日（火） 12：30 2737  通常例会に変更 

   4月  13日（火） 12：30 2738  通常例会 

   4月  20日（火） 12：30 2739  通常例会 
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後 

の 

情 

報 

委員会報告 

ＩＭ実行委員会 委員長 吉岡善一

会員／2月23日（火・祝）に、第6グ

ループＩＭのメインイベントをシリ

ウスで開催しました。無観客でした

が、大和ＲＣメンバーは、21名の方

にお手伝いいただきました。現在、

地域団体紹介カタログ及び当日の動

画を編集中です。完成しましたら、

会長と実行委員会で、各クラブを

回って紹介します。 

クラブ会報委員会 委員長 相原

聰会員／週報増刊号について 

スマイルBOX 本日 ¥22,000       累計 ¥432,400 

姉妹友好クラブ委員会・

副幹事 伊藤健司会員／

台湾行の旅行代金返金の

件。4月第一週に期前理

事会を予定していますの

で、理事・役員の皆様よ

ろしくお願いします。 

出席委員会  委員長 

眞鍋和正会員／出席報

告 
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皆様と久し振りにお会い

できて、大変嬉しいで

す。 

お手元に週報が３通届い

ていると思います。 

一つは前回の例会のもの

で、日付を見ると12月22

日。 

ちょうど3ヶ月前ですか

ら、例会は年をまたいで

3ヶ月ぶりという事です。 

例会の冒頭で、1月2日にご逝去された佐々木さん

へ黙祷を捧げましたが、奥様からお手紙と共に10

万円のご寄付を頂戴いたしました。 

皆様にご披露致します。 

また、私から返事の手紙は出している事もご報告

致します。 

 

 

 

 

・座間ロータリークラブ50周年記念式典は中止と

なりました。 

・第44回大和市民まつり開催中止となりました。 

・後期会費の納入をお願いいたします。 

・3月ロータリーレート1㌦106円です。 

 

【配付物】 

・次第 

・週報（12/22号、2/23号2

枚） 

・家族会ご案内 

・地区大会報告書 

・ガバナー月信1月～3月 

・ロータリーの友1月～3月 

・抜萃のつづり 

・神奈川県歯科医師会 歯磨きポスター 

                              

【回覧】  

・横浜瀬谷RC50周年記念誌 

・はいらいとよねやま 

・ROTARY 

・社協だより 

・Pal 

・大和青年会議所様より新年のお知らせ 

・日本ガーディアンエンジェルス様よりお知らせ 

・台北七星ＲＣ週報 

・タウンニュース 

三浦高義幹事 

2021年3月30日発行・編集：吉岡 

  
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 2735回 2021 年 3 月 23日(火) 

     司   会  /   SAA  吉岡 善一 君  

     斉  唱 /  「君が代」「我等の生業 」   

    Ｓ.Ｌ.   /  松川 健治  君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし 

 



今日はお祝い行事が多いので、時間が余れば

会長挨拶をと致しました。 

緊急事態宣言が出る前から、いざと言う時の

例会運営については方針を考えておりまし

た。 

実際、他クラブでは30分だけ例会をやった

り、食事は弁当を持って帰る形にしたり、田

園クラブはzoomのみで例会を行ったりしてい

ます。 

私の方針としては、緊急事態宣言が出ている

間は例会は行わない。政府からその様な指示

が無ければ、予防措置のもと通常通り行う

と、はっきりしたものを決めました。 

短時間の為に移動するのも中途半端だし、当

クラブについて言えばインターネットでの例

会を実行するのは「みんなに公平」な事では

ないと判断するからです。 

 今後の例会は、メンバーのお話を聞く機会

を多くしたいと思います。職業に限らず、趣

味の話などをして頂い

て、お互いをよりよく

知る事でロータリーを

仕事や人生に活用でき

るきっかけとなるので

はとの思いです。 

次年度の準備のために

も例会を活用して頂き

たいと思います。 

伊藤彦二パスト会長に

とても良くしていただ

きました。 

 親睦委員会が辛抱強く家族会の企画を立て

て下り、大変嬉しく思います。夏のすだて遊

びは、思い切って実行して良かったです。楽

しい思い出になりました。 

今年度の残された時間、皆様と共に、楽しい

事を出来るだけ実行して参りたいものです。 

 

新型コロナウィルスのため、非常事態宣言が

だされていましたので、3月23日が、今年初

めての例会になりました。 

コロナがなくなり、いつものとおり例会が開

かれますよう、乾杯からスタートしました。 

                                           

会長挨拶 

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

今年初めての例会 ・・・  

乾杯のご発声 

 

道岸唯一会員 

伊藤健司会員 冨岡弘文会長 冨岡弘文会長 

お祝い 

皆出席 7年 ポールハリスフェロー ポールハリスフェロー 

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

冨岡会長                              

宮東悠会員 花岡淳子会員 古川毅会員 

三浦高義会員 細川康治会員 武田茂会員 

伊藤健司会員 東間さん（北京飯店） 

増正之会員 松川健治会員 長谷川衛会員 

お誕生日おめでとうございます！ 

——-  ご家族のお誕生日おめでとうございます！ —— 


