
 

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

4月  20日 33(7) 前々回 29 90.63 3 引田、川本、丸茂 

 4月  27日 33(7) 前回 26 86.67 4 森川、川本、引田、丸茂 

 5月  11日 33(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   5月   18日 (火） 12：30 2742  会員卓話 

   6月  8日（火） 12：30 2744  会員卓話 

   6月  15日（火） 12：30 2745  第８回クラブ協議会「１年を終えて」90分例会 

   6月   1日（火） 12：30 2743  会員卓話 
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情 
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委員会報告 

４月はダブルで大活躍！ 

ソングリーダー＆スマイル 

山田己智恵 会員 

 

 

ミスター皆出席！ 

眞鍋藤正 出席委員長 

 

地区大会の長寿会員表彰も素

晴らしいけど、 

欲しいです 

 

スマイルBOX 本日 ¥15.000      累計 ¥493.400 

◆会長 冨岡弘文会員／またかと思ってよく見たら神奈川県は３度目の宣言からはずれていまし

た。楽しい例会が、会長の最大のよろこびですが、コロナ対策を忘れずに運営して参りたいと存

じます。 

◆副幹事 伊藤健司会員／大谷翔平投手がやりました。本塁打トップ＆投手での勝利は「野球の

神様」であるベーブルース以来、100年ぶりの快挙です。 

◆眞鍋藤正会員／先週の妻の通夜祭・葬場祭に多くのロータリアンの参列を賜り有難うございま

した。ご多忙中にも関わらず葬儀を手伝ってくださった方々のロータリアンとしての友情に、遺

族一同、心から感謝申し上げます。久し振りの家族会に曾孫と参加することを非常に楽しみにし

ていた故人でしたが・・・。 

◆中戸川公明会員／在籍祝いありがとうございます。 

◆伊藤彦二会員／川本先生には、先週、大変お世話になりました。元気になりましたので、今週

から、又、出席出来るようになりました。 

◆増正之会員／今日初めて、コミュニティバスに乗りました。自宅から大和駅まで、市内の路線

に挑戦します。伊藤様、おいしくいただきました。 
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 緊急事態宣言第３弾から神

奈川県は外れましたので、予

定通りに例会を開催していま

す。安全第一を肝に銘じつ

つ、充実した時間にしたいと

存じます。 

本日は、マイロータリー

への登録支援を行いま

す。地区研修協議会の出

席を完了するのはマイロータリーでの作業が必須

となりました。しかし、この場で説明するだけで

は不十分で、馴れている人がそうでない人を手

伝ったり、代わりに操作をしてあげたりする場面

を実現していくことだと思います。 

義務だなんだと言う代わりに、家族的な取り組み

で皆が便利になれるように取り組みたいもので

す。 

 

 例会後に理事会を開催します。大きなテーマが

例会中止で会費のうちの食費部分について返金を

することについてです。 

一方で、財団と米山の寄付について協力依頼も懸

案事項です。大和クラブは本年度に於いて財団の

補助金を沢山受けました。 

補助金申請に対する審査では、そのクラブが財団

等の寄付に協力しているかどうかが見られます。 

 会長の願いとしては、次年度以降に活発な奉仕

活動を展開する為にも、全会員が寄付に協力頂け

たらと願っています。この場合に金額には拘りま

せん。会費を返金することとなった場合には個々

に協力をお願いする所存ですので宜しくお願い致

します 

 

 

 

 

・5月4日は祝日休会となります。 

11日は、通常例会です。 

・2021年 バーチャル国際大会 登録受付につい

て 

※例年と異なり、各個人のオンライン登録が必須

です。 

・マイロータリー登録会について 本日、17時

～、南林間 楓シンフォニー 
 
【配付物】 

・次第・週報・地区ビジョンを実現しよう！冊子 

・ガバナー月信 

       

【回覧】  

・バーチャル国際大会オンライン登録について 
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【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 

「紺ブレ」もあります 

冨岡会長 
幹事報告 

  

 第 2740 回 2021 年 4 月 27 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 



 

                                           

第６回クラブ協議会「地区研修協議会を終えて」 
副幹事 伊藤健司 君、会長ノミニー 吉岡善一 君   

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

今年の、地区研修協議会は、オンラインでの受講です。 

先ずは、ユーチューブでガバナーなどの動画を見る。 

マイロータリーにエントリーをして、担当ごとのページに

ある研修を受けて、短いコメントを書くなどすることで受

講の証明が届く仕組みです。 

 

先ずはマイロータリーの登録を説明しますが、見ただけで

は分からないと思います。 

 

一緒にご本人のスマートフォン、タブレット、パソコンを

操作してみて、使い方に慣れて参りましょう。 

 

好評だった個別ZOOM練習会も引き続き開催します。 

 

 

  

 ７月から始まる新年度に向けて、４月に地区による研修が行われます。 

先ずは次年度会長向けの「PETS」。 以前は宿泊研修というスパルタでした。 

そして、新委員長や新会員には「地区研修協議会」への出席が義務付けられています。 

 

 感染防止のために、集合研修が個別にインターネットで受講することとなりました。ZOOMとい

う仕組みを使った会議に参加したり、国際ロータリーのホームページで「マイロータリー」にあ

る、自分用に用意された情報を見に行くといった技術が、新たに必要となっています。 

 

 大和クラブは集う事を大切にしていますが、このような変化にも対応せねばなりません。 

「馴れている人が、仲間の手伝いをする」というロータリー家族の精神を発揮して参りたいもの

です。 

 

 

スマフォや、タブレット、 

コツが分かれば、とても簡単。 

 

 

便利で、楽しく、活用できると良いですね～ 

習うより、慣れろです。 

 

ゆっくりといじってみて  

だんだん使えると良い感じです 

 

そんなお手伝いを用意します。 

 

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

冨岡会長                              

お弁当が余らないように注意してます 

三浦高義 幹事  

三浦高義幹事 

ロータリー おさらい情報     研修委員会 冨岡弘文 
  ロータリーの誕生 

 ２０世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目

に付くようになっていました。 

 ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁護士“ポール・ハリス”はこ

の風潮に耐えかね、友人３人と語らって、お互いに信頼できる公正な取引をし、仕事

の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増やしたい、という趣旨

でロータリークラブという会合を考えました。 

 ロータリーとは集会を各自の事務所持ち回りで順番に開くことから名づけられたも

のです。 

 こうして１９０５年２月２３日にシカゴ・ロータリー・クラブが誕生しました。そ

れからは志を同じくするクラブが各地に生まれ、世界中の２００以上の国と地域に広

がりました。これら世界中のクラブの連合体を国際ロータリーと称します。 

 歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理を重んじる実業人、専門職業人の集まり

なのです。 

 その組織が地球の隅々まで拡大するにつれて、ロータリーは世界に目を開いて、幅

広い奉仕活動を求められるようになり、現在では多方面にわたって多大の貢献をして

います。 （「わかりやすいロータリー」より） 

 

～ 好景気の時代に誕生したロータリーですが、その精神は厳しい時代にこそ活かされ

るものと感じます。職業倫理において信頼できる仲間とは、安心して相互扶助の関係

を築きやすいものだからです。 

 仕事の付き合いが親友関係になれたら、なんて素晴らしいことでしょう。 

 

 良い集いの持つ力を、自分達だけではなく社会にも活かしていこうと、活動が広が

りました。 

 

 先ずはクラブがあり、その連合としての国際ロータリです。 

そもそもは「上意下達」の組織では無く、クラブの自治が重視されます。 

我ら「大和ロータリークラブ」を更に誇れるクラブに高めて参りたいものですね。 ～ 

 

奥様の誕生日祝い 

いつもにこやか 中戸川公明 会員  


