
◆会長 冨岡弘文会員／座敷もいい感じです。

クツ下に穴が開いていないか、調べてきまし

た。 

◆増正之会員／山田様、卓話よろしく。 

 

◆伊藤健司会員／本日より、第一回目の期前理

事会となります。ご指導、ご鞭撻の程、よろし

くお願いします。 

 

◆細川康治会員／本日、急遽、スマイルボック

スを発表する事になりました。また、ソング

リーダーもやらせて頂き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 

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

 4月  6日 33(7) 前回 29 90.63 3 籾山・戸張・丸茂    

 4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   20日 (火） 12：30 2739  「会員卓話」 

   5月  4日（火） 12：30 -  取止め例会（祝日週） 

   5月  9日（日） 12：00 2741  家族会 横浜うかい亭 

   4月   27日（火） 12：30 2740  クラブ協議会「地区研修を終えて」定例理事会 

今 

後 

の 

情 

報 

委員会報告 

副幹事 伊藤健司会員／本日、例会終了

後に、第1回期前理事会を開催します。 

スマイルBOX 本日 ¥4,000       累計 ¥458,400 

出席委員会 委員長 眞鍋藤正

会員／出席報告 

スマイル委員に臨時採用 

急遽大活躍の細川康治会員 
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駅から歩いて来たら、駐車場の

タバココーナーで増さんがSAA

のタスキを付けて一服していま

した。 

 今日は３階だよって言ってく

ださって、とても嬉しいです。

早くに来て心配してくださったんだなと思いまし

た。 

 北京飯店のお座敷での例会は

私は初めてです。気分が変わっ

て良いもんですね。 

 

 ところで私は顧問先に毎月お知らせを書いてい

るのですが、昨年末に一年で一番印象深かった出

来事として、競泳の池江璃花子さん選手に復活し

た事を取り上げました。しかし、まさかあれから

数ヶ月で行われたオリンピック代表選考会で優勝

し、今年のオリンピックの出場資格を獲得すると

は夢にも思いませんでした。 

 

 オリンピックが一年延期された事により、実現

できたわけですが、そもそも、世界一を期待され

る選手が、白血病と言う一昔前なら不治の病に罹

ると言うのも驚きの出来事。 

 「しんどくても努力は必ず報われる」レース直

後の彼女の言葉は、今、コロナ禍でつらい思いを

している世界中の人々に勇気を与えたのではない

かと思います。 

 

 

 

 

 

・藤沢北ロータリークラ

ブ2021年6月末で解散とな

ります。 

 

・4月ロータリーレート 

1㌦110円です 

 

【配付物】 

・次第 

・週報 

・卓話資料 

                             

【回覧】  

・5/9（日）家族会の出欠確認 

・藤沢北ロータリークラブ解散のご挨拶 

・大和市国際化協会 pal 

・ロータリー 

三浦高義幹事 

2021年4月13日発行・編集：冨岡 

  
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 2737 回 2021 年 4 月 6日(火) 

     司   会  /   SAA  吉岡 善一 君  

     斉  唱 /  「君が代」「奉仕の理想」   

    Ｓ.Ｌ.   /  細川 康治 君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし 

 



 今日は、①第3次補正予算で拡充され

た新型コロナウイルス支援内容、②議

会の一般質問で、③市の課題を質問提

案し推進した令和３年度の主な事業に

ついて、資料配布のとおり、情報提供

と議会報告させていただきます。 

 ①について、雇用調整助成金の特例

措置が本年2月末までの予定でしたが、

４月３０日まで延長されました。さら

に直近３か月の売り上げが前年、前々

年に比べ30％以上下がっている場合は

６月末まで延長されます。 

 飲食店関係以外でも緊急事態宣言の

影響を受け1月～3月のひと月の売り上

げが前年、前々比50％以上下がった企

業は60万円の一時支援金が給付されま

す。現在申請受付中です。 

 また業態転換や新分野への進出など

を支援するため最大1億円を補助する事

業再構築補助金、販路開拓などを支援

する持続化補助金最大50万円が決定さ

れました。 

 ②に関して、パートナーシップ宣誓

制度が4月に導入され、ご相談いただい

ていたレズビアンのパートナーが4月1

日、第1号でパートナーシップ宣誓をさ

れ、大変喜んでくださり、心から嬉し

く思います。 

 また同日、オランダ王国の大使が、

世界で初めて同性婚を認めてから20周

年ということから大和市を表敬訪問さ

れ、私もご挨拶させていただきまし

た。 

 昨年度全小中学校に1人1台のパソコ

ン端末が整備されました。今年度は

GIGAスクールが本格的にスタートしま

す。ネット環境

のない家庭にモ

バイルWi-Fiルー

ターを無償で貸

与されることも

決定し、すべて

の児童生徒の家

庭での学習環境

も整備されます。 

 3月議会では新型コロナウイルスに関

わる課題について、４つのテーマを取

り上げました。 

 関心の高いワクチン接種について、

大和市では集団接種として、保健福祉

センター、ポラリス、イコーザの3か

所、かかりつけ医で個別接種、さらに

高齢率の高い下和田団地と上和田団地

に訪問しての接種と外国人市民のため

ベテルギウスでワクチン接種が行われ

る予定です。4月に届くワクチンはまず

高齢者施設から接種します。高齢者の

接種券は4月下旬以降に発送の予定で

す。 

 議会の中では、ワクチン接種の案内

にユニボイスの添付や障がい者にも配

慮した対応を要望。さらにいつでも予

約ができるようスマホを利用した予約

体制の整備を要望し、いずれも市から

は、整えていくとの答弁をいただいて

います。 

 生理の貧困についても取り上げ、小

中学校や保健福祉センターのトイレな

どに生理用品を無償提供していただけ

るよう要望しました。 

 今後も市民のお役に立てるよう皆様

のお声を聴きながら頑張ります。 

                                           

会員卓話 山田己智恵 君  
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冨岡会長                              

 

背 が 高 い 引 田 俊 一 会 員 と   

くつ下に穴が開いていないか心

配していた冨岡会長 
目を閉じてタクトに集中 細川康治会員 

久しぶり？初体験？        

北京飯店３階での例会    

たまには座敷も    

いいもんだ～ 

武田さんのクイズ    

今日はちょっぴり難しい？ 

田島ガバナーエレクトから、   

本田会長エレクトへ、      

ネクタイとテーマバッチ贈呈 

誕生日おめでとう  

ございます！ 

ソング リーダ  


