
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

6月  8日 33(7) 前々回 27 87.10 4 森川・川本・引田・丸茂 

6月  15日 33(7) 前回 28 90.32 3 川本・引田・丸茂 

6月  22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  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」 

   7月  20日（火） - - 取り止め例会(祝日週) 

今 

後 

の 

情 

報 

◆会長 冨岡弘文会員／クラブ会長としての例会運営

も、いよいよ残すは2回です。元気に楽しく取り組みた

いと思います。 

◆会長エレクト 本田誠一会員／冨岡会長が残りあと2

回の例会とお話しされると、次年度に向けて私として

はドキッとします。昨夜も寝つきの悪い夜を過ごしま

した。救いになるのは家内がロータリーに対し非常に

理解してくれている事です。 

◆副幹事 伊藤健司会員／家内の誕生日をお祝いいた

だきありがとうございます。 

昨日、無事に次年度活動計画書原稿を入稿しました。

出来上がりは24日です。今から楽しみです。ご協力を

いただき誠にありがとうございました。 

◆増正之会員／6月13日（日）に認知症サポーター養成

講座を受講してきました。例、認知症とは、認知症の

症状、認知症の予防とは、その他いろ

いろ！ 

◆花岡淳子会員／先週の日曜日、大手

町の大規模接種センターでコロナワク

チンを打って来ました。所用時間は30

分程で、すべての流れがスムーズでし

た。来月もう1回行ってきます。 

◆山田己智恵会員／主人のお誕生日祝

いをありがとうございました。来週は、議会の関係で

欠席となります。冨岡会長、三浦幹事1年間お疲れさま

でした。ありがとうございました。1年間、スマイルと

ＳＡＡを務めさせていただきました。特にスマイルで

は、コロナ関係等で出て来られない委員が多く、委員

外の方にも助けていただき、ありがとうございまし

た。 

  スマイルBOX   本日  ￥9,000 累計 ￥545,400  

委員会報告 お誕生日祝い 

山田会員、ご主人様のお誕生日 

おめでとうございます！ 

伊藤会員、奥様のお誕生日 

おめでとうございます！ 

【出席報告】 眞鍋会員 

【青少年奉仕委員会】 松川会員 
 絵画コンクール協賛金について 

【親睦委員会】 武田会員 
 7月4日の家族会・やろう会の時間変更について 

【次年度親睦委員会】 伊藤会員 
 次年度は、例会の時にクイズではなく 

 「おばあちゃんの知恵袋」を行います。 

【地区クラブ管理運営委員会】細川会員 
 ホームページリニューアルについて。 

 今さら聞けないロータリー。 
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今朝、家内に「ロータリーの会

長もあと２回でお終いだよ」と

話したら、「もう終わっちゃう

の、早いね～」と言われまし

た。会長ノミニー時代からの取

り組みを思うとそんな単純な話じゃないけど、確

かにそうかもと思いました。 

 

既に通知をしましたが、武田会員のご母堂様がご

逝去されました。 

クラブから、規定に則り香典をお渡しします。 

このところ、テレビなどでは「昨日の感染者数は

何百人、亡くなった方が何十人」との数字が報道

されます。数字はあくまでも数字であって、その

人を示すものではありません。人と人との繋がり

が困難になりつつある現代社会で、私達はロータ

リークラブという繋がりで、仲間の人生の喜怒哀

楽に接することが出来るのはとても価値のある事

のように感じます。お母さまのご冥福をお祈りい

たします。 

 

本年度は８回の例会が中止となりました。クラブ

の財政上は資金の余裕も意義があるのですが、公

平の観点から２万円の返金を決めて、手続を進め

ています。 

米山・財団寄付への充当を承りますので宜しくお

願い致します。 

 

IMで紹介した、フェアー・スタート・サポートよ

り、お礼と団体の機関紙が届きました。卓話など

で奉仕の機会が広がると良いなと思います。 

 

 

・7/4（日）やろう会 開催時間

変更です。16時30分集合、17時

開始～となりました。 

・今年度後期会費 2万円を返金

いたします。 

【配付物】・次第・週報 

・職業奉仕委員会活動報告・ガバナー月信 

【回覧】・地区クラブ管理運営委員会ホームペー

ジリニューアルのお知らせ 

・はいらいとよねやま・やろう会出欠表 

・すだて事前調査確認表 

三浦高義幹事 

2021年6月22日発行・編集：三浦 
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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 冨岡弘文会長 

幹事報告 

  

 第 2746回 2021 年 6 月 15 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  /  なし 



冨岡会長 

 

本年度はクラブ協議会に

しっかり取り組みたいとの

方針から、９０分例会を導

入しました。然しながらコ

ロナ禍であり、早めの閉会

を目指します。 

協議会と言うと敬遠されがちですが、本日は

お弁当が足りないほどの出席を得て感激で

す。 

予定通りに行かない一年ではありましたが、

そんな感想などを、短くて結構ですので、皆

さまに発表して頂けますようお願いします。 

 

 

花岡淳子  

会計担当理事 

 

皆様のご協力で、本年度は

会費の集まりが大変早かっ

たです。余談ですがコロナ

禍においてメンバーの男性

が頼もしくって、ダンディーでカッコ良く思

えました。女性会員同士の山田さんが魅力的

でとても楽しく過ごせました。 

 

 

吉岡善一 

会場監督（SAA） 

 

SAAのメンバーの皆さんに

は、毎月、例会の司会を担

当いただき、またゲストビ

ジターへの対応をしていた

だきました。ありがとうございました。 

年初に、SAAの歴史や役割についての説明会

を実施し、例会中はSAAのタスキを着用する

ことを心掛けました。 

例会を、滞りなく運営できました。ありがと

うございます。 

 

IM実行委員会（吉岡委員長） 

 

2月23日に、シリウスで、無観客ではありま

すが、音楽をとり入れたIMを開催いたしまし

た。当日は、多くの会員の参加をいただきあ

りがとうございました。実行委員の方々のご

協力に感謝いたします。 

 

当日の動画を第6グループのホームページに

掲載しております。また、カタログ（冊子）

を作成し、全会員に配布しましたので、これ

からの地域の奉仕活動に役立てていただけれ

ばと思います。 

 

 

小金澤和夫 

クラブ奉仕委員長 

 

佐々木和夫さんが委員長

だったのですが、１月にご

逝去されて引き継ぎまし

た。 

ロータリーが大好きだった佐々木さんのご冥

福を祈りたいと思います。 

 

 

眞鍋藤正 

出席委員長 

 

本年度はコロナで嵩上げが

あったものの、93％以上の

高い出席率でした。 

かつてメンバーが１００人

を超えた時期には100％の出席率が続いたこ

とを思い出します。時代が変わり何とも言え

ませんが、久しぶりに楽しい一年でした、あ

りがとうございました。 

 

                                           

第7回クラブ協議会「1年を終えて」① 

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

2020-2021年度 

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

冨岡会長                              

相原聰 

職業奉仕委員長 

クラブ会報委員長 

 

2020－2021年 

「コロナ禍の元 新しい

生活・活動様式にむけた

情報発信構築の取組みについて」活動報告 

（詳細は配布済み別紙をご参照ください） 

 

●クラブ会報作成について 

品質の向上：各委員が自由な構成で作成し、

個性的な誌面をつくることができた。 

負担の軽減：登壇者のご協力により負担を軽

減できた。メンバーの拡張が必要である。 

効果的な発信：卓話の原稿をSNS、WEBに発信

した。 

 

●職業卓話 

8/18 相原会員「新型コロナウィルス対策に

思う換気設備計画の現状と課題」 

9/8 松川会員「コロナ禍における活動様

式」 

11/17 戸張会員 「保険は入っていること

でなく 出ることが大切なんです」 

12/8 真鍋会員 「税金雑話」 

12/8 吉岡会員 「社長が使う 社長のため

のやさしいリモートワーク」 

4/6 山田会員 「コロナ禍における市情勢

について」 

4/20 石高会員 「エアコンについて」 

5/11 武田会員 「フィンセント・ファン・

ゴッホの話」 

5/18 川本会員 「東日本大震災 被災地支

援体験談」 

5/25 三浦会員 「自然食の基礎知識」 

6/1 増会員  「親が認知症になっても困

らない 家族信託について」 

6/8 相原会員 「地区職業奉仕卓話の紹介

と職業奉仕に照らした来年度方針」 

12回の職業奉仕卓話を実施し、会員の職業ス

キルを紹介できました。 

 

●情報発信 

クラブのFACEBOOKに卓話内容を13件UPした。 

5件が「国際ロータリー第2780地区2780now」

FACEBOOKにシェアされた。 

「ロータリークラブメンバー・ロータリアン

（関係者含）の情報交換」、「FBロータリア

ン交流会」にシェアしました。 

 

武田茂 

親睦・ロータリー家族 

委員長 

 

なかなか思うように行かな

い一年でした。 

7/7野郎会をこの会場で、

8/19石高さんを筆頭にすだて遊びを千葉沖

で、10/13新会員歓迎会を清風で行った後、

12/13メインのクリスマス家族会がコロナで

延期、次に3/28,5/9,6/20と延期が続き、最

後は7/4に実現できる見込みです。 

 

籾山豊 

会員選考委員長 

 

当初、任命の際にはよーし

と意気込んでいましたが、

委員会も開けず何も出来な

かったという実態です。 

 

 

長谷川衛 

会員維持副委員長 

 

会費の返金を受けて、例会

が無かったことを実感しま

した。 

亡くなった方など残念です

が、最小限の減少で済んだのかと思います。 

 

カラオケ同好会（長谷川会長） 

前年から引き続き、カラオケを楽しめる世の

中ではなく２年近く活動が出来ませんでした

が、食べ歩きの会と合同で、炉辺会合の趣旨

を取り込んだ食事会を横浜のエスカイヤクラ

ブで行う事が出来ました。 

新しいスタイルも検討しますが、ワクチン接

種後に盛り上がりたいです。 



本田誠一 

会員増強委員長 

 

ロータリーの根幹なので、

３人の増強を目指しました

が思うような活動は出来ま

せんでした。丸茂さんのよ

うな方の入会を得られたこ

とは良かったです。 

 

 

６０周年準備委員会（本田委員長） 

 

例会中に、度々会長から６０周年に向かっているこ

とを取り上げて頂き、皆さんの意識の中で盛り上が

りに繋がっていると感じました。 

 

 

食べ歩き同好会（本田会長） 

 

今でも食べ歩きたい。しかしお酒も飲めない状況で

すので、会としては厳しい状況ですが次年度は楽し

みたいと思います。 

 

 

石高誠一 

釣り同好会会長 

（ワクチン接種で欠席） 

（伊藤健司会員代読） 

 

マスク乗船など、釣りもしに

くい一年でしたが、ワクチン

接種後には皆さんとたくさん

釣行に行きたいものです。 

 

 

小金澤和夫 

ゴルフ同好会会長 

 

何度でもやろうと思ってまし

たが、自分が入院など経験

し、１回のみとなりました。 

来期は沢山やりたいです。 

 

 

松川健治 

プログラム委員長 

 

会員の職業卓話に力を入れまし

た。職業奉仕委員長の相原会員

はじめ会員の皆さんには、変更

などがある中ご協力頂き助かり

ました。 

 

青少年奉仕委員会（松川委員長） 

感染症対策をとりながら第２回やまと児童絵画コン

クールを実施致しました。昨年度より作品数は減少

になりましたが、実りある活動ができました。 

 

職業分類委員会（松川委員長） 

職業はロータリーにとっては根幹に関わる部分であ

りますので、時代に合わせ柔軟に対応しながら活動

できたと思います。 

 

 

公共イメージ・雑誌委員会 

冨岡会長 

 

公共イメージを発信する場は、

以前の街頭などからインター

ネットに広がっています。その

点、相原さんが報告された

Facebookへの記事の投稿はと

ても効果的です。 

一方で、メンバーの中にもスマートフォンに切り替

えをされた方がいて、興味を持って頂けると素晴ら

しいです。好奇心は若さの秘訣と申しますが、古木

さんのように「イイね」をポチポチして下さると

「繋がっているな」と感じることもできます。 

ロータリーの友誌では、マンガでロータリーを学ぶ

記事が本質を分かり易く示してくれてお勧めです。 

 

 

スマイルボックス 

山田己智恵副委員長 

 

戸張委員等は会社の規定で、食

事を伴う集まりに参加を禁じら

れているため、務めています。 

私は、入会から半年でスマイル

                                           

第7回クラブ協議会「1年を終えて」② 

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

2020-2021年度 

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

冨岡会長                              

や司会などを担当させて頂き、何も分からないとこ

ろを皆さんに教えて頂き楽しくチャレンジが出来ま

した。 

 

古川毅 

ロータリー財団委員長 

 

財団寄付については全員参

加をお願いして参りまし

た。 

ポリオは絵画展での寄付も

頂きました。 

３３名の在籍者数に対する全員参加は全く及ばな

かった点が残念です 

 

 

増正之 

社会奉仕委員長 

 

RIの奉仕の分野は大変広い

のですが、大和市内での活

動を３つ計画しました。 

10/13日本赤十字献血は成果

を挙げられました。交通事

故撲滅作戦は中止となりました。青少年奉仕委員会

と共同で絵画コンクールは盛況に行う事が出来まし

た。 

 

 

国際奉仕委員会 

冨岡会長 

 

実際に友人と会う活動が出

来ない中で、在宅勤務で実

行できる活動を担当しまし

た。 

 

台湾七星クラブが提唱したグローバルグランツへの

協力です。この度、５００万円とか？の寄付を受け

ることに成功しました。同時に当クラブの前・今キ

年度の予算から３０万円を送金しました。台湾の過

疎地域への教育支援に成果を挙げて頂けるものと思

います。 

 

米山奨学委員会は、フランスから女性の奨学生が来

ると聞いて、私はどうしたら良いか分からなかった

ところ、森川委員長が「それは花岡さんが良いで

しょう、私からお願いしますよ」と言ってくださ

り、素晴らしいカウンセラーが誕生しました。 

 

 

森川良三 

米山記念奨学委員長 

 

505,000円集まっております。

寄付がこんなに集まるとは

思っていなかったです。 

 

 

伊藤彦二 

姉妹・友好クラブ委員長 

「姉妹」は韓国の仁川と台湾

七星です。 

「友好」は花巻南です。 

この辺りを間違えないように

したいものです。 

仁川とは無期限の関係です

が、後の二つは５年で更新が

必要です。忘れないようにしないといけません。 

行き来は出来ないものの、出来ることはしたいもの

です。現在、花巻南はガバナーを出していますの

で、状況を聞いたりしています。 

 

伊藤彦二 

地区職業奉仕委員会 

これからは簡素化も必要なのだと思いますが、かな

りややこしい活動があります。 

 

細川康治 

地区クラブ管理運営委員会 

 

今年作った「いまさら聞けな

いロータリー」の仕組みを見

て頂きたいです。 

 

 

最後に、冨岡会長より 

このように、大和クラブは委

員会の数が他のクラブよりも

大変多いです。 

現状で良いのか、見直すかと

議論も考えましたが今後の課

題です。 

しかし、今日のように皆さん

が自分の担当について「我が

こと」と思って取組み、あるいは研究して下さる

と、クラブが良い状態を保てます。 

その意味では、委員会が多いのも悪くは無いのかと

も思います。 

 

皆さん、丁寧な報告をして下さいましてありがとう

ございました。 


