
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

6月  15日 33(7) 前々回 28 90.32 3 川本・引田・丸茂 

6月  22日 33(7) 前回 26 86.67 4 森川・川本・山田・引田 

7月  6日 33(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   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） 

   7月  27日 (火） 12：30 2750 ガバナー公式訪問 第2780地区 田島透ガバナー 

   8月   3日（火） 12：30 2751 卓話・第2回定例理事会 

今 

後 

の 

情 

報 

◆相模原西RC 関口修様／本日はお世話になりま

す。冨岡会長のお姿を拝見しに参りました。 

◆会長 冨岡弘文会員／想定外の事がたくさんあり

ましたが、とても楽しく、充実した一年でした。皆

様のご協力に、心から感謝申し上げます。 

◆幹事 三浦高義会員／とうとう最終例会です。

あっという間でしたが、皆様のおかげで1年が終わり

ます。ありがとうございました。 

◆会長エレクト 本田誠一会員／今期の最終例会、

会長、幹事、会員の皆様お疲れ様でした。大変な一

年間、勇気ある決断と実行力で実りあるロータリー

活動であったと思います。皆様のなにがあっても屈

しない姿は、日頃の業務の支えとなりました。 

◆副幹事 伊藤健司会員／冨岡会長、三浦幹事、一

年間おつかれさまでした。これからの指針をお示し

いただきありがとうございました。 

◆眞鍋藤正会員／冨岡会長、一年間御苦労様でし

た。久しぶりに楽しい一年間でした。三浦幹事、理

事、役員の皆様、コロナ禍、イケイケドンドンの会

長をよく支えて下さいまして有難うございます。

佐々木実行委員長の急逝にも拘わらず、例年以上の

見事なＩＭを開催された吉岡さん及び運営委員の皆

様、素晴らしかったです。最後に出席委員会の活動

に快く協力してくださった道岸さん、花岡さん、吉

岡さんと裏方を一年務めて下さった松山さんに心か

ら御礼申し上げます。 

◆宮東悠会員／会長、幹事、1年間本当にご苦労様で

した。この一年間は色々とありましたが楽しいこと

ばかりでした。次年度も楽しみにしております。 

◆武田茂会員／3つのお祝い、ありがとうございま

す。 

◆籾山豊会員／大変な状況下、冨岡会長、三浦幹

事、執行部の皆さん、お疲れ様でした。 

◆増正之会員／冨岡会長、三浦幹事、1年間御苦労様

でした。次年度、本田会長エレクト、伊藤副幹事、

よろしくお願い致します。 

◆伊藤彦二会員／本日は皆出席と在籍年数のお祝い

をしていただきありがとうございます。あっという

間の5年+16年。これからも体の許す限り頑張りま

す。冨岡会長、三浦幹事、本当に一年間御苦労様で

した。 

◆古川毅会員／コロナ感染がつづく中、冨岡年度終

わります。冨岡会長、三浦幹事、ご苦労様でした。

高齢者を中心にワクチン接種が進んでいますが、接

種済ませましたか？本田年度では、新型コロナ感染

が早く収束に向かい全員参加の楽しいクラブ活動が

出来る様になれば良いですね。先日返却された例会

費、楽しいクラブ活動に活用して下さい。 

◆松川健治会員／一年間お疲れさまでした。会長肝

入りの職業を語る会等、思うようにいかない所も

あったかと思いますが、ＩＭをはじめ達成感もある

一年でしたね。三浦幹事とのタッグ最高でした。 

◆石髙誠一会員／誕生日のお祝いと皆出席のお祝い

有難う御座います。会長、幹事一年間お疲れさまで

した。 

◆花岡淳子会員／例会出席の時、私は、北京飯店駐

車場から入ってくるのですが、ボードでおおわれた

喫煙コーナーに、今日は、誰がいるのかなと顔を出

すのが楽しみのルーティーンとなっています。常連

は、Ｍ会員、Ｔ会員、Ｉ会員ですが、先々週のぞい

た折は誰もいませんでした。ひどくガッカリしまし

た。 

◆細川康治会員／冨岡機長、三浦幹事、一年間お疲

れ様でした。お二人のお話し、楽しみにしていま

す。相模原西クラブの関口様、ようこそいらっしゃ

いました。皆出席のお祝い、ありがとうございま

す。 

◆丸茂清和会員／お誕生のお祝いありがとうござい

ます。40代最後の年です。おもいっきり楽しんで来

年50代を迎えたいと思います。 

本年度も多くのスマイルをありがとうございました！ 

スマイルBOX 本日 ￥54,000    累計 ¥599,400 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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 会長になる前に、幾つか決めた

ことがあります。 

その一つは、自分が例会を楽しむ

こと。 

皆さんが楽しんでいただくのがも

とよりの趣旨ですが、人の気持ち

を左右できるほどの力量がある訳でもなく、自分自身

のことは心に決める事が出来ます。 

もう一つは、元気に点鐘をすることです。 

最終回も元気よく参ります。 

 

例年、最終理事会は、理事役員の方々を会長が慰労す

る趣旨で、食事を共に、杯を交わすのが習わしと心得

ていましたが、時節柄、それも叶わず残念です。 

例会前に最終理事会を開催しました。 

松川清会委員を次年度から名誉会員に迎える件は、ご

本人から承諾を得る事が出来ませんでした。 

その他、本年度の会計報告と次年度への引継ぎなど確

認いたしました。 

 

最後の会長の時間にミニ・イニシエーション。 

私のモットーは、いつも上機嫌で居るように努めるこ

とです。 

職場でも家庭でも、責任のある立場の者が上機嫌で居

ることはチームワークが生まれ、良いことが起こり、

ついには、「自分はついている」と思える状況をもた

らすのではないかと信じています。 

 

自分には他人を変えられるような能力はありません。 

子供はともかく、大人を教育することなど困難です。 

だけど自分は変えられる。 

自分の平常心をコントロールすることで、周囲も良く

なるのではないでしょうか。 

もちろん、くじけることも多いのですが。 

 

 

 

・7/4（日）やろうかい 開催時間変更のお知らせポ

スティングいたしました。16時30分集合、17時開始～

となりました。 

【配付物】 

・次第・週報・会員かるた一覧 

【回覧】  

・2019-2020年度 地区報告書 

・やまと社協だより 

2021年7月6日発行・編集：三浦 

  
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 2747回 2021年 6 月 22日(火) 

     司  会  /   SAA  相原 聰 君  

     斉 唱 / 「それでこそロータリー」 

     Ｓ.Ｌ. /  細川 康治 君      

    ゲ ス ト /  なし 

    ビジター /  相模原西 RC 関口 修 様 

 本日のS.L. 

三浦高義幹事 幹事報告 



 一年を顧みて、皆さまへの感謝の気持ちで一杯で

す。 

このような状況で、多くの方が積極的に出席して下さ

り、また、大和クラブを盛り上げて下さって本当に感

謝申し上げます。 

 

 先週のクラブ協議会では、皆さんが丁寧な発表をし

て下さり、感激しました。 

週報の原稿当番は私だったのですが、編集当番の三浦

さんが美しくまとめてくれました。この一年間の活動

報告書なのだと思います。 

 

 三浦幹事には、細やかなサポートで助けて頂きまし

た。とてもやり易かったです。 

大和クラブの事務局が松山さんで、本当にラッキーで

す。いつも素敵な笑顔で人当たりが良く、会長幹事は

楽しく仕事が出来ます。 

この３名による事務手続きは大変スムーズに進むの

で、会長は楽でした。 

 

 副会長の武田さんは、休会が続く時期に毎朝のよう

に電話をしてきてくださり、心の支えとなって下さい

ました。親睦委員長の立場からの会話が中心ですが、

クラブで最も重要なのは親睦です。良い仲間がいるか

ら、皆さんここにいる訳ですものね。 

 

 理事役員の方々は、私の決断への意見聴取に対して

積極的に意見や賛同を述べて下さり、私の背中を押し

てくださいました。何事につけ、信念を貫くことが出

来るのは、後に続いて下さる方々のお陰なのです。 

 

 ここ数年の活動計画書を持参しました。 

毎年繰り返して見るのですが、今年のはもうボロボロ

です。会長の方針が、RI会長や、ガバナーに負けない

ほど長いのですが、ロータリーはホームクラブこそが

最上位なのだと考えていて、思いを込めました。 

 

 一年を通じて「ロータリーを活用しよう」という方

針を訴え続けて参りました。 

このことを考えた背景には、数年前に入会して間もな

く退会するという若い方

と話し合ったときの経験

があります。 

その方は自分にとっての

ロータリー価値が見出せ

なかった。青年会議所の

活動と同様の存在意義を抱いて、毎週の例会が物足り

ないようでした。卒業までの期間が限られているJCと

「クラブライフ」が生涯続くロータリーとでは、人生

における意味合いが違うのだと今なら説明できるので

すが、年齢も若い新会員を説得することは出来ません

でした。メンバーでいることの価値を新会員に解り易

い形で説明したい。不明瞭な点を明瞭にしたいと努力

して参りました。 

 

 職業倫理の点からも信頼できる仲間との友情が、自

分の仕事にも助けになり、友情が人生を豊かにする。

そのような事を実感できるきっかけを提供出来たら素

晴らしいと願って参りました。 

 

 クラブの内規と細則について、たびたび改定を提案

して、現状に即したものに整えられたのは良かったで

す。亡き佐々木和夫さんとのやり取りを思い出すと、

寂しさがこみ上げてきます。 

 

 例会の中では、職業奉仕委員会とプログラム委員会

の尽力で、会員による職業卓話を展開することが出来

ました。 

 

 「さまざま眞な職業の方と語る会」高校バージョン

は母校での開催について理解を得られるところまでこ

ぎつけていましたが、コロナで総てが水泡と帰しまし

た。将来の課題と致します。 

 

 楽しいイベントや活動は中止が続きましたが、例会

中の皆さまの笑顔でクラブの輪が少しでも強いものと

なれたなら幸いです。 

 

一年間、本当にありがとうございました。 

 

                                           

1年を終えて    冨岡弘文 会長 

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

皆出席祝い 

武田会員 

皆出席祝い 

伊藤(健)会員 

皆出席祝い 

石高会員 

皆出席祝い 

伊藤(彦)会員 

皆出席祝い 

細川会員 
誕生日祝い 

石高会員 

最終例会だけにお祝いが多く、とってもにぎやかです！ 皆さまおめでとうございます！

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

この1年につきまして、まずは主な数字につきましてご

報告です。（6月22日現在） 

＜出席率＞93.68％ ＜本年度例会数＞33回 

＜スマイルボックス＞545,400円 

＜財団寄付額＞年次基金461,000円、ポリオ99,200円 

＜米山奨学会寄付額＞特別寄付535,000円 

 

その他の寄付・支援金等は、後日配布する報告書をご

確認ください。 

また、例会が8回開催されなかった分、全員へ2万円ず

つの会費返金が決定となりました。 

 

ここからは活動報告でございます。 

今年度はコロナウイルスの影響で例会運営やクラブの

活動がイレギュラーな1年でございました。 

 

実施することと中止することに関して、都度都度の判

断が必要でした。そのため、理事会での協議事項がと

ても多かった印象がございます。 

 

この状況で多くの決断を迫られた冨岡会長は本当に大

変だったと思います。その都度、決定事項について皆

様へ丁寧に説明をされていたことが印象に残ります。 

 

特別な1年でしたので、何月に何を行った、というより

も、できなかったこととできたことという角度でご報

告したいと思います。 

 

●実施できなかったこと・中止になったこと 

 

・会長肝いりの「職業を語る会」 

・台北七星クラブや花巻南クラブとの交流 

 

・10月 地区大会へ会長幹事以外は参加できず 

・11月 産業フェア 中止 

・12月 交通事故撲滅大作戦 中止 

・12月 クリスマス家族会 延期 

・1月  4クラブ合同例会 中止 

・4月  お花見家族会 中止 

 

●そんな中でも実施できたこと 

 

・7月 やろう会 ・8月 すだて 

・9月 ガバナー公式訪問、久

保田ガバナーには大和クラブを

とてもお褒めいただきました。 

・10月 夜間例会（新入会員歓迎会） 

  冨岡会長の赤いちゃんちゃんこが印象的でした。 

・10月 献血（イオンモール） 

・11月 絵画コンクール 展示と表彰式 

 

そしてなんといっても、ＩＭです。ホストクラブとし

て、最善を尽くすためにギリギリまで議論と検討を重

ねながら準備をすすめ、10月にはIMキャラバンと称し

て10クラブを回り、各クラブへ丁寧に説明を重ね、2月

に無観客開催を実現することができました。 

 

またこの1年、コロナ禍でも緊急事態宣言中を除き、例

会を開催し続けたことは、結果として大和クラブが誇

れる要素だったと感じております。 

新たにリモート開催への対応が求められ、Zoomとリア

ルのハイブリッド開催のベースの部分はできました。 

 

最後に私自身といたしましては、幹事として、ロータ

リアンとして、経験の浅さと未熟さを痛感した1年でご

ざいましたが、結果として特別に記憶に残る年度に幹

事を経験させていただき、感謝しております。 

 

経験が浅く頼りない私を幹事としてご指名いただき、

会長としてクラブを引っ張る姿を間近で勉強させてい

ただいた冨岡会長はもちろん、すべての皆さまに色々

な勉強をさせていただき、重ねて御礼申し上げます。 

 

各委員長や会員の皆さまにも、見えない所でたくさん

助けていただき、ありがとうございました。 

そして幹事を経験すると、事務局の偉大さやありがた

みがよく分かります。松山さんにもあらためて御礼を

申し上げたいと思います。 

 

皆さま、1年間本当にありがとうございました。 

会長幹事、サプライズの花束に感激！ 

1年を終えて    三浦高義 幹事 

誕生日祝い 

畠山会員 

誕生日祝い 

丸茂会員 

奥様お誕生日祝い 

武田会員 

皆さまおめでとうございます！ 


