
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

6月  8日 33(7) 前回 27 87.1 4 森川・川本・引田・丸茂 

6月  15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  22日 (火） 12：30 2747 会長・幹事挨拶「1年を終えて」今年度最終例会 

   6月  29日（火） ― ― 取り止め例会 

   7月  6日 (火） 12：30 2748 第1回クラブ協議会「年度計画発表」90分例会 

   7月  13日（火） 12：30 2749 第2回クラブ協議会「ガバナー公式訪問に備えて」 

今 

後 

の 

情 

報 

◆大和中RC 高橋政勝様／久し振りにお伺い

いたしました。今日はよろしくお願いいたし

ます。 

 

◆会長 冨岡弘文会員／10月の横浜マラソン

に、神奈川県民枠で当選しました。コロナで

運動不足の日々ですが、これからボチボチ、

トレーニングを楽しみたいと思います。 

 

◆眞鍋藤正会員／5月29日に妻の50日祭を挙

行。わたくしの両親が眠る墓地に納骨しまし

た。時節柄、妻の実姉二人と甥、姪、代表二

人に我が家の曾孫までの全員の参列としまし

た。我が家の慣習に従い、喪主（わたくしの

孫）は、香典返しの費用は、全て社会奉仕団

体に寄付したとの報告を受けました。愛妻と

共に過ごした60年を偲んで、わがクラブの60

周年記念行事にお役にたてて

頂きたく二人の思いをお届け

します。ご活用下さい。 

 

◆増正之会員／6月9日（水）

に1回目のウイルス接種致し

ます。 

 

◆石髙誠一会員／昨日、ワク

チン接種申し込み開始で、

ネットでやっても、すべて一

杯で、電話は話し中でたまたまつながり15日

に予約取れました。私たちの年代の時期では

無いですが、１人だけ空きが有るそうです。 

 

◆細川康治会員／妻の誕生祝い、ありがとう

ございます。もっともっと大切にします。 

山田会員        

お祝い報告 

細川会員、奥様のお誕生日

おめでとうございます！ 

 

ご主人に「もっともっと大切に

される」奥様は最高に幸せで

すね。 

（スマイル報告にてちょっとざ

わつきました。笑） 

スマイルBOX 本日 ￥6,000    累計 ¥536,400 
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 大和クラブはクールビズです、私は、せっかくガバ

ナーから頂いたロータリーネクタイなので締めていま

すが、皆さんは温度調整をお願いします。 

 

先日、奥様を天国に見送られた眞鍋さんより、香典返

しの意味で６万円をご寄付頂きました。６０周年の事

業に役立てて下さいとのことです。ありがとうござい

ます。 

 

ガバナー月信で第７グループがZOOMでIMをやった

と載っていました。 

我々と規模は違いますが、殆どが中止となった中で、

出来ることを工夫されたのは立派だなと思います。 

 

 年度仕舞いに取り組んでいます。例会が８回中止に

なった事に対して、全会員に２万円の返金手続を致し

ます。出席の管理についてはコロナ理由での欠席は出

席扱いで整理・確認をして参ります。 

 

次回のクラブ協議会は９０分例会とプログラムしてい

ますが、早く終わればそれに越したことは無いと思い

ます。 

一年を振り返り、委員会ごと

に一言で結構ですので報告を

頂戴したいです。 

コロナで予定通り出来なかっ

たとか、元気に例会が出来て

良かったとかでも結構です。

整理がつかない場合は、私に

マイクを向けて下さっても結

構です。 

 

私の例会運営もあと２回のみですので、どうか出席し

て頂きたいと言うのが願いです。 

 

 

 

【配付物】 

・次第 ・週報 

・卓話資料/ 職業奉仕について 

      絵画コンクールについて 

【回覧】  

・すだて事前調査確認表 

・やろう会出欠表 
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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 

  

第 2745回 2021年 6 月 8 日(火) 

     司  会  /   SAA  相原 聰 君  

     斉 唱 / 「それでこそロータリー」 

     Ｓ.Ｌ. /  山田 己智恵 君      

    ゲ ス ト /  なし 

    ビジター /  大和中 RC 髙橋 政勝 様 

 

三浦高義幹事 幹事報告 



絵画コンクールは2019年に第１回を行

い、次回で第３回目の開催となりま

す。 

 

初年度は初挑戦であり、急遽開催致し

ました。手探りではありましたが皆さ

んのご協力もあり成功いたしました。 

 

第２回目はコロナ過での開催と言う事

もあり、参加校は増えましたが参加人

数は110名来場者200名と少なくなりま

した。 

写真スポット設置するなどの工夫を

し、表彰式を2回に分ける等感染症対

策を取りながら開催致しました。 

 

参加校につきましては、北部の小学校

の応募が例年多く、南部の小学校から

の応募が少ないので次回は期待したい

です。 

 

次年度についてアート１００に登録の

応募をしました。指導室からも連絡が

あり第1回、2回の功績が実ったのかな

と思います。 

 

VR展示とシリウスギャラリー展示の2

本柱で行こうと考えています。 

 

実際に来ることが出来ない方にも是非

展示会をオンライン上ではありますが

体験して頂きたいと思います。 

 

 

 

＜次年度絵画コンクール開催にあたっ

ての変更点や注意点＞ 

 

★応募総数を公表する 

 

★終了時間を15時とする（15時から表

彰式を行い、そのまま終了にする） 

 

★参加賞は表彰式で渡さず、管理しや

すいように絵画とまとめて返却・進呈

する 

 

★ポスターや要綱などに個人情報掲載

許可をわかりやすく表記をする 

 

第３回目も平常通り開催できるかはわ

かりませんし、もちろん状況に合わせ

た開催が必要だと思います。 

 

我が大和RCは集まることはできません

でしたが可能の範囲でIMを開催するこ

とができました。大和ＲＣであれば可

能だと思っています。 

 

これまでの2回の実績は無駄ではなく

確実に３回目につながっている、この

つながりを継続していきましょう。 

 

返却するまでが絵画コンクールです。

お時間がある方は返却作業のお手伝い

宜しくお願い致します。 

                                           

次年度 絵画コンクールについて 
卓話 

松川 健治 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 

 
１．2780地区職業奉仕委員会 

2020-2021職業奉仕月間卓話→ 

  

●職業スキルを奉仕に生かす。 

●職業奉仕の構造 定義 

●職業奉仕の構造 イメージ 

●ロータリーの目的 

第２項 職業上の高い倫理基準を保ち、役立

つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会

に奉仕する機会としてロータリアン各自の職

業を高潔なものとすること。 

 

●職業奉仕のあり方 

諸先輩と議論しながら実践してゆく 

 

～職業奉仕に照らした～ 

2021-2022大和クラブ方針 

「ソーシャルデザインへの取り組み」 

 

①アフターコロナを想像し、来るべき「未

来」への備え 

 

●ソーシャルデザイン 

グラブ組織活動をどうデザインするか 

～職業スキルを活かし会員一人々がデ

ザイナーになる～ 

アート：人間の感性で形つくられた創造を提

供する行為。 

デザイン：コンセプトや

コンプライアンスに基づき相手や社会のため

に形を創造し提供する行為。 

行事活動のデザイン：新しい活動様式を創造

し、６０周年記念行事や活動を残す 

 

●会員増強 

～ニューノーマルな会員増強～ 

職業奉仕を会員増強に生かす、SNSで会員増

強、アフターコロナの会員増強 

 

●ＳＤＧｓで未来構想 

～世界とつながる職業奉仕～  

活動のコンセプトの事例： 

各会員の職業奉仕の実践や目標を卓話にす

る。国際的な意識啓発で会員増強を行う。 

 

②ロータリークラブの運営、例会の在り方を

考える機会 

 

●ニューノーマル 

～オンラインという繋がり方～ 

職業のなかでリモートの知識を学ぶ、行事や

活動を残す手段とする、会員増強をリモート

やＳＮＳを使って行う、カラオケ同好会の活

動。ＮＨＫリモートのど自慢を参考にする 

 

●のどかでない厳しい状況の中の活動方法 

ロータリーの目的第３ ロータリアン一人ひ

とりが、個人として、また事業及び社会生活

において、日々、奉仕の理念を実践するこ

と。 

多くの意見を集める。一人ひとりに共感をも

らう→行事の創造 会員参加可能な活動の創

造 

会員の総意を探す。 

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

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。

2780地区職業奉仕委員会 

2020－2021職業奉仕月間卓話に照らした 

2021－2022大和クラブ方針 
卓話 

相原 聰 会員 


