
◆会長冨岡弘文会員／いたるところで桜が満開。 
あらためて、「桜の国」なんだな～と思います。 
 
◆小金澤和夫会員／皆さん、入院中は、励ましのライン
有難うございました。ラインを開いて読むことは出来る
のですが、返事の仕方が出来ないので大変失礼しまし
た。コロナ禍の中で3週間、家族の面会も出来ない孤独
の入院生活の中で、皆様からのラインを見て物凄く元気
をいただきました。術後3ヶ月過ぎ95％回復しました。
もう大丈夫です。有難うございました。妻の誕生日を
祝っていただきありがとうございました。 
 
◆宮東悠会員／皆出席祝い頂きアリガトウございます。 
 
◆増正之会員／誕生日祝いありがとうございます。引地
川沿い桜満開、、散り始めています。桜のじゅうたんめ
ずらしいですよ！ 
 
◆吉岡善一会員／皆出席、在籍年数祝いをありがとうご
ざいます。 
 
◆本田誠一会員／誕生日祝いを頂き、ありがとうござい
ます。この時期は、わくわくいたします。来月は三女の
結婚も控え感謝、感謝です。 
 
◆相原聰会員／先日の日曜日に次男の個展エピプロロー
グが無事終了しました。クラブからは、原田房子様と次
男と同級生の原田理暖（りのん）さんがいらっしゃいま

した。理暖さんは怜君と共に姉弟天才ピアニストです。
とても美しいお嬢様です。今度、理暖さんをピアニスト
としてお招きしましょう。 
 
◆花岡淳子会員／皆出席のお祝い、有難うございます。
休まない様ガンバリま～す。 
 
◆山田己智恵会員／久し振りに皆様にお会いでき嬉しい
です。12月議会報告を配布させて頂きした。ご意見あれ
ばお寄せ下さい。又、ＩＭは大変お疲れ様でした。地域
団体の一輪車クラブ紹介は手違いで切れてしまいました
が、ロータリークラブとの関わりについても触れさせて
いただいていますので、動画配信の折は、ぜひご覧いた
だければ嬉しいです  

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

 3月30日 33(7) 前回 29 90.63 3 籾山・引田・丸茂    

 4月 6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 13日 (火） 12：30 2738  「次年度方針について」 

   ４月 27日 (火） 12：30 2740  第7回クラブ協議会「地区研修協議会を終えて」 

   ５月 ５日（火） － －  取り止め例会（祝日週） 

   ４月 20日（火） 12：30 2739  「会員卓話」 

今 

後 

の 

情 

報 

ソングリーダー&各種報告 

 

 

 

スマイルBOX 本日 ¥22,000       累計 ¥454,400 

ソングリーダー 川本会員 出席報告 眞鍋会員 

スマイルボックス報告 

  山田己智恵会員 

米山奨学生カウンセラー 

   花岡会員 
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街のあちこちで、桜が満開に咲き誇って

います。 

緊急事態宣言が明けて、今年２回目の例

会。多くの方が出席して下さり嬉しいで

す。一方で、早くも第４波を気にする声

も聞こえてきて、気が抜けません。私達

は、感染対策をしっかりとして、元気よ

く取り組んで参りたいです。 

 皆さんの手元に、メンバーから個人的に配られた案内資

料がありますね、私の年度テーマである「ロータリーを活

用しよう」という面で有意義な事。有効な情報を発信し

あって、お互いのために活用したいものです。武田さんの

展覧会には是非行って見たい。増さんからの家族信託情報

は近年重要度が高まっています。 山田さんの記事では大

和市が新しい家族の形を認めたことが載っています。新し

い物には異論もあろうかと思います。 

 ところでオリンピック委員長の発言が物議を醸していま

したが、これはアンコンシャス・バイアス即ち、本人は意

識していない問題性向が露呈した事案です。我々自身も陥

りがちな事なので、注意が必要です。 先週の理事会で

は、境川沿いに設置している啓蒙看板の修繕について次年

度の取り組みとして依頼すること。また、タウンニュース

シルフィードの特集号に支援広告を協賛することなどがが

決まりました。 

 

 

 

 

・4月より、米山奨学生をお預かり

いたします。 

名前 ： 

ジャリ―・バーバラ・ 

     アナスタシアさん 

 

出身国：フランス 

 

現在 ：多摩大学在学中 

 

 

カウンセラーは、花岡淳子さんにお願いします。 

 

 

 

【配付物】 

・次第 

・週報 

・第7回・第8回理事会議事録 

・危機管理発動事案のご報告と全会員へのお願い 

・2021-2022年度活動方針/暫定版委員会一覧 

 

【回覧】 

・5/9（日）家族会の出欠確認 

・タウンニュース 

・米山梅吉記念館館報  

三浦高義幹事 

2021年4月6日発行・編集：伊藤 

  
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 2736 回 2021 年 3 月 30 日(火) 

      司   会  /   SAA  吉岡 善一 君  

     斉  唱 / 「我等の生業 」   

    Ｓ.Ｌ.   /  川本 龍成  君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし 

 



コロナ禍のこういう時期だからこそ、何かをや

らなければいけないという空気感に包まれたPETS 

でした。いくつかの活動指針が地区から示された

のでお話させていただきます。 

 

ロータリー奉仕デイの開催 

  ロータリー奉仕デイという機会を有効に活用

してグループ単位、近隣クラブ、クラブ単

独…あらゆる可能性を見出してロータリーデ

イを実施していただきたいということです。

ロータリーデイの詳細については後日お話し

たいと思います。 

 

メディアの有効活用 

  コロナ禍における活動発信や情報循環のため

に、FacebookやTwitterといったＳＮＳの有

効活用。特定の地域メディアを活用した積極

的な活動発信をしていく。 

 

あらゆる方にロータリーの機会を提供する 

  性別、信教、健常の有無を問わず、あらゆる

方にロータリーの機会を提供する。 

 

ＤＯ ＭＯＲＥ,ＧＬＯＷ ＭＯＲＥ 

 もっと出来るんじゃないか！もっと成長できる

んじゃないか！という意識を育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イーチワン ブリングワン アクションの実践 

  一人の会員が一人を増やす。 

 

この時代に見合ったクラブづくりを積極的にトラ

イしていく 

 コロナ禍において今までの価値観、常識が通用

しなくなっています。例会出席は元より、会

員同士の交流にも新しいコミュニケーション

を構築していくことが必要である。 

 

いくつか抜粋をいたしました。PETSが終了し、 

会長としての重責を感じています。歴代の会長は

皆、このような経験をしていたのか？と驚きに近

い思いを感じています。7月1日に良いスタートが

切れますように、皆さんのご支援ご協力を切にお

願い申し上げます。ありがとうございました。 

 来年は私たちにとって特別な年になります。

それはこのクラブが誕生して６０歳の誕生日を

迎えるということです。今までお世話になった

地域の方々、支えて頂いた仲間や家族、職場の

皆さんの恩に深く感謝する機会となります。 

本田会長が、クラブ方針の中で書かれた瀬戸内

寂聴さんの言葉に「人間は一人では生きられな

いものです。支えあうのが人であります。」 

がありました。この一年は、支えていただいた

方々にしっかりと恩返しをする一年といっても

過言ではないと思います。 

60周年の幹事を受けるにあたり、過去２回の

幹事経験を活かして、皆さんに大和ロータリー

クラブの会員で良かった、関わりあった方々か

らは、さすが大和ロータリークラブと感じて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いただけるように努力・邁進する所存です。

あらゆる場面において、会員の皆様のお力なく

しては出来ないことばかりですので、こんな時

代ではありますが、何卒、ご支援ご協力のほど

宜しくお願いします。 

                                           

「PETS報告」 

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

60周年の幹事として ・・・  

本田誠一会長エレクト 

伊藤健司副幹事 

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

冨岡会長                              

 

本田誠一会員 増正之会員 

皆出席29年 宮東悠会員 皆出席4年 吉岡善一会員 皆出席1年 花岡淳子会員 

小金澤和夫会員 

奥様 伊勢代様（４月1日生まれ） 

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！ —— 

川本龍成会員 


