
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

5月  25日 33(7) 前々回 25 83.33 5 森川・川本・山田・引田・丸茂 

6月  1日 33(7) 前回 26 86.67 4 森川・川本・山田・丸茂 

6月  8日 33(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   6月  15日 (火） 12：30 2746 クラブ協議会「1年を終えて」 

   6月  22日（火） 12：30 2747 会長・幹事挨拶「1年を終えて」 

   6月  29日 (火） ー ー 取り止め例会 

   7月   6日（火） 12：30 2748 第1回定例理事会 

今 

後 

の 

情 

報 

◆第 6Gガバナー補佐  辻彰彦様（大和中

RC）／皆様、こんにちは！ＡＧとして、一年

間ご支援下さり本当にありがとうございまし

た。ＩＭのホストとして、成功へ導いていた

だきました。感謝です。本日は、次年度常磐

ＡＧへ引継のご挨拶へ伺いました。 

◆次年度第6Gガバナー補佐 常磐重雄様（厚

木RC）／次年度ガバナー補佐を務めさせて頂

きます、常磐と申します。次年度1年間何卒宜

しくお願い致します。 

◆会長 冨岡弘文会員／辻ガバナー補佐、コ

ロナ禍にあって大活躍されました。我々も充

実できました。ありがとうございます。常磐

次年度ガバナー補佐、どうぞよろしくお願い

致します。 

◆幹事 三浦高義会員／辻ガバナー補佐、常

磐次年度ガバナー補佐、本日はお越しいただ

きありがとうございます。 

◆副幹事 伊藤健司会員／皆

さんのおかげをもちまして、

各委員会担当者様より全ての

方針をいただきました。感謝

申し上げます。 

◆増正之会員／今日は、卓話

を担当します。よろしくお願

い致します。 

◆花岡淳子会員／武田会員の

奥様、真理子さん、お元気そ

うで何よりです。アナスタシアも来ています

ので、たくさんお話しして下さい。 

◆細川康治会員／辻ガバナー補佐、一年間お

疲れ様でした。常磐次年度ガバナー補佐、来

年よろしくお願い致します。 

細川会員        

委員会報告 

親睦ロータリー・家族委員会委員長 武田茂会員 

文月の宴 大和RC家族会 野郎会について 

 

6月20日（延期）→ 7/4（日）17：30集合/18：00～ 

横浜うかい亭 クリスタルルーム 

クリスマス会が延期に延期を重ね、ここまで来てし

まいました。今度こそ開催できますように！ 

スマイルBOX 本日 ￥10,000    累計 ¥530,400 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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 本日は、辻ガバナー補佐が常盤次年度ガバナー補佐

と共にお越しくださいました。既に次年度の会長幹事

会はスタートしているのでしょうか。大和クラブは60

周年の節目でもあり、コロナ禍でのスタートですが、

華々しい年度をガバナー補佐のお力も借りて実現した

いものと願います。 

 辻ガバナー補佐には感謝の気持ちでいっぱいです。

多くのクラブが何も出来ずに一年を過ごすなか、IMと

言うイベントを成し遂げられた事は我々にとって財産

になると思います。 

 辻さんは地区がZOOMなどの新しい取り組みをする

に当たり、その準備にも奔走されていて、忙しいとこ

ろを無理もお願いしました。 

 さて、IM実行委員長について、私のかねてからの思

いで、佐々木さんに引き受けて頂いていたところ、思

わぬ病で急逝され、その後を吉岡さんがしっかりと取

り纏めをして下さいました。 

 委員長については、そのままお名前を残す案もあり

ましたが、クラブ細則第3条3節に当てはめ判断しまし

た。一方、クラブ奉仕委員長についてはこれまで話題

にしませんでした。丁度、副委員長が、大きな手術を

されたところで急ぐことも

ないと判断しました。小金

澤さんは、見事に回復され

て例会にも出席されていま

すので、理事会に説明をし

てあとひと月ではあります

が、クラブ奉仕委員長に就

任して頂きました。 

 

 次に、今年度8回例会が中止になりました。12月末

にコロナにより当分の間例会に出席ができないと連絡

を頂いていた方には一度会費の返金手続きを取りまし

たが、年度末にあたり全員に中止となった例会食事代

相当額を返金することを理事会で決議しました。尚、

備品の入れ替えなど資金繰りもあり、返金額が限定的

である事にご理解をお願い致します。 

 最後に、当クラブ独自の制度である、皆出席のお祝

いの判定についてですが、ご本人のご意向に配慮しな

がら、コロナ禍を理由に欠席されている方については

出席とすることが出来るように決議しました。皆出席

の価値を落とさぬように願っていますが、コロナ禍と

いう非常時に他クラブ訪問が困難である状況を考慮し

た取り扱いです。 
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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 

 第 2744回 2021 年 6 月 1 日(火) 

     司  会  /   SAA  相原 聰 君  

     斉 唱 / 「君が代」・「それでこそロータリー」 

     Ｓ.Ｌ. /  細川 康治 君      

    ゲ ス ト /  米山奨学生 ジャリー,バーバラ アナスタシアさん 

           武田茂会員奥様 武田真理子様 

    ビジター / 第 2780 地区第 6G ガバナー補佐 辻彰彦様（大和中 RC） 

      第 2780 地区第 6G次年度ガバナー補佐 常磐重雄様（厚木 RC） 



久しぶりに、先ずは自己紹介、埼玉県

は和紙で有名な小川町出身です。 

学校を卒業してから、郵政省で有線放

送による通信の普及の仕事をしまし

た。 

その後、農林関係の団体に所属して、

農協関係の福利厚生の仕事をしつつ夜

間大学を卒業後、トヨタの販売関係の

会社で労働組合関係の仕事を経験をし

ました。 

その後、不動産の世界に飛び込みまし

た。 

さて、高齢化社会が到来しました。ヒ

トは長生きするようになる一方で認知

症の問題が多く見られるようになって

います。 

そして、その後の家族を守る手段とし

て家族信託が注目を集めています。 

お父さんが認知症になった時、認知症

の人を保護するために、成年後見制度

がありますが、成年後見制度を使った

場合には、最近は専門家が後見人指定

されて費用が掛かるケースが多くなり

ました。しかも裁判所により、本人の

為にはお金が使えますが、家族のため

に使うことができなくなります。 

 

日本に信託法がありますが、信託制度

の始まりは、むかし十字軍が戦争に行

くとき信頼できる友に、領地を任せた

事に発します。 

 

いざ認知症になってからでは、何も出

来ないと思っていた方が良いのです。 

自分が認知症になったら、家族に困る

ことがあるとしたら、その前に家族信

託でこれまで通りの財産管理や運用が

できるように

と取り組むこ

と が 大 切 で

す。 

 

先 ず は、

ざっくばら

んに増会員

にご相談 

ください→ 

                                           

親が認知症になっても困らない 

もしもに備える財産管理、家族信託について 卓話 

増 正之 会員 

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 

三浦高義幹事 幹事報告 

例 会 写 真 館 

 

【配付物】・次第・週報・やろうかいご案内・第10回理事会議事録 

【回覧】 ・すだて事前調査確認表・やろう会出欠表・ロータリー 

クラブ管理運営委員会では、クラブ管理運営に対する支援の一環として、地区の

ホームページに「今さら聞けないロータリー」「よくあるQ&A」など、さまざまな

メニューを設けました。ここまで整備するのは大変でしたので、ぜひ一度、地区の

ホームページから訪ねてみて下さい。 

地区クラブ管理運営委員会 細川康治会員より 

SAA 相原会員 常磐次年度ガバナー補佐 辻ガバナー補佐 

出席報告 花岡会員 武田真理子様 

（武田会員奥様） 
アナスタシアさん 

今週もようこそ！ 


