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武田茂会員／カミさんと夕食を食べている時、電話がかかってきました。業者からの電話で食器・着ない
背広・時計などありませんか？という廃品回収業者からの電話でした。カミさんは亭主以外、何もござい
ませんと答えました。捨てられそうな亭主
親睦・ロータリー家族委員会 委員長 石髙誠一会員／ラムネのビンの中に丸いガラス玉が入っています。
こぼれない様にふたになっておりますが、あれはＢ玉では有りません。中に入っているのはＡ玉です。Ａと
かＢは球形の精度を現すもので、Ｂ玉では中の圧力が抜けてしまいます。

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

【大和ロータリークラブ活動方針：

「知恩」

「報恩」
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「継承と変革」】

例会場 / 北京飯店 ４Ｆ
: 会
長 / 本田 誠一 幹 事 / 伊藤 健司
例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分
: 会長エレクト / 吉岡 善一 副幹事 / 相原 聰
事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926 ： 事務局 e-mail / jimukyoku@yamato-rc.org

委員会報告
第 2749 回 2021 年 7 月 13 日(火)
社会奉仕委員会 委員長 山田己智恵会員／熱海豪雨災害への義援金協力依頼が、2780地
区ガバナーから届いています。今日と、次回の7/27の2回、回覧をまわさせていただきます
ので、ご協力よろしくお願いします。尚、寄付の目安として１人当たり1,000円以上お願いし
ます。

スマイルBOX

本日￥31,000 累計

￥108,000
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12：30

2751

プログラム内容
第2回定例理事会

会員数

卓話未定

2753

第1回家族会

出席％

欠席

ＲＩ 第 2780 地区 第 6 Ｇガバナー補佐 常磐重雄様（厚木ＲＣ）

本田 誠一 会長

伊藤健司 幹事

【幹事報告】 ・来週20日は、祝日週のため休会です。 ・27日は、ガバナー公式訪問です。

2752

出席

松川 健治
四つのテスト
相原 聰

皆さんこんにちは。会長の時間ですが、私の挨拶は基本的に台本を用意していませんの
でお纏めいただく方にはご苦労をお掛けしますがどうぞ宜しくお願いします。
第２回目のワクチンを日曜日に済ませました。副反応は人によって様々です。私の場
合はテキメンで、体の悪いところ（肩や足など）に反応がありました。翌朝には全身に反
応がありました。まさに毒を以て毒を制する感がありますが、私たちの業界では、「常在
菌」について勉強をすることがあります。例えば、化粧水やヘア剤などに“他人の菌”を含有することにより
使用した人の部位が活性化することが研究され、商品開発されています。人の持つ常在菌が最も多い場所
は（食事の席で恐縮ですが）排泄物に含まれています。ヨーロッパではハグなどが一般的ですが、あの行為
は、それ自体で常在菌の交換となり活性化されます。キスなどもそうですが、（近頃はご縁がありません
が、）若いころに盛んに行った●●●も身体を活性化することに役立つそうです。即ち、違うもの（異物）を入
れることにより活性化する…私たちのロータリー活動においても、自分と違う意見に傾聴してみる、取り入
れてみることにより自分自身が活性化（進化）することを感じられると思います。
7月8日、常盤重雄ＡＧのご指導の下、第1回目の会長幹事会が開催されました。コロナ禍で出航した各ク
ラブの近況や世界ポリオデイそしてロータリー奉仕デイに向けた取り組みなど自分とは違う様々な意見に触
れ、私も大いに活性化することが出来ました。私も大和ＲＣ会長として、こんな状況下でも積極的に出席い
ただけるクラブの皆さんの後ろ盾（気概）を勇気に変えて発表させていただきました。
本日もどうぞご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いします。

幹事報告

取り止め例会（祝日週）
12：30

会 /
唱 /
Ｓ.Ｌ./
ビジター/

会長の時間

◆ＲＩ 第2780地区 第6Ｇガバナー補佐 常磐重雄様（厚木ＲＣ）／本日はガバナー補佐訪問でお伺いしまし
た。一発目の補佐訪問ですので緊張しておりますが、宜しくお願い致します。
◆会長 本田誠一会員／本日は、常磐ＡＧが訪問して頂き、大変嬉しく思います。ロータリー活動が徐々に活性
化することが楽しみとなってきました。
◆幹事 伊藤健司会員／常磐重雄様、本日はどうぞよろしくお願いします。
◆眞鍋藤正会員／来年は米寿です。それまでは、頑張ります、最近は、ゴルフボールも飛ぶようになり、平均
100打になりましたが、これは、いつまで続くやら‥‥。古木さんが、自分の足で歩いて出席されました。今日、
例会に出席して良かった！
◆古木通夫会員／コロナワクチン接種後、3週間が過ぎましたので久し振りに社会復帰しました！ゆっくり、ソ
ロソロやらしてもらいます。
◆増正之会員／10月3日のやまと児童絵画コンクールのチラシ配布よろしくお願い致します。
◆松川清様／記念品ありがとうございました。うれしかったです。この気持ちをスマイルさせて頂きます。
◆冨岡弘文会員／常磐ＡＧ、お世話になります。よろしくお願いします。松川さん、家族会の週報特別号を作っ
て下さりありがとうございます。記念になります。
◆細川康治会員／常磐ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願いいたします。
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・2021-2022年度前期の会費の納入をお願いします。

すだて

欠席者名

7月

6日

33(7)

前々回

30

96.88

1

川本

7月
7月

13日
27日

33(7)
33(7)

前回
本日

30

90.32

3

川本・引田・丸茂

【配付物】・次第・週報（7/4、7/6分）・ロータリー文庫ホームページ利用方法について
（メールの方はメールでご確認ください）
【回覧】
・すだて出欠確認表・END POLIO NOWオックスフォードシャツ申し込みについて
・熱海豪雨災害 義援金協力のお願い ・ロータリー・大和市社会福祉協議会 髙橋政勝様 退任のご挨拶
・国際化協会 Ｐａｌ

「ガバナー公式訪問に備えて」第6G 常盤重雄ガバナー補佐
本年度第6グループガバナー補佐を務めさせていただきます。常磐重雄と申します。
厚木ロータリークラブ所属です。現在47歳です。職業分類は弁護士となります。事務所は厚
木と新横浜と横須賀の3か所で、弁護士10名、事務局10名の体制で仕事をしています。趣
味は、お酒とゴルフです。お酒とゴルフの誘いは、ほかのお酒とゴルフが入っていない限り
断らないと信条としております。
大和クラブでは、昨年度のＩMでも自己紹介をさせていただきましたが、またまだ若造です
ので、常磐AGなどと言われるとどうもピンときませんので、「ときわさん」と呼んでほしいで
す。 私、平成20年1月入会ですので、ロータリー歴は１3年が経過したことになります。ロー
タリアンとしては、まだまだ未熟者でして。本来、私の所属する厚木クラブには重鎮の諸先輩
方がたくさんいて、適任者もたくさんいるのですが、何故か私に白羽の矢が立ちました。田
島ガバナーはやりたいことが多く、、毎週、土曜日の夜3時間くらい、第9グループのＡGと田
島ガバナーと飲みながらですがズームで会議をしています。ガバナー補佐としての仕事は、コロナ禍での皆様のロータ
リー活動のサポートに尽きると思っています。例会どうしたらいいの？社会奉仕活動どうしたらいいの？前例踏襲で
は立ち行かない今年度の会長幹事さんは課題が山積みと思います。そのような疑問がありましたら、直ぐに常磐の方
にご連絡を頂ければと思います。幸い他クラブの含めた地区の情報だけはたくさん入ってまいります。色々な情報を
踏まえて、できる限り皆さんのクラブの実態に即したアドバイスをさせて頂こうと考えております。少し楽をさせて頂
きたく、約13分のシェカールメータIR会長の演説をお聞きください。クラブ会長向けの演説ですが、本年度のＲI会長
のやりたいことが明確になると思います。
（ビデオを放映）
ここから田島ガバナーの方針について説明をしたいと思います。まずは田島ガバナーの紹介です。
藤沢湘南ロータリークラブ、65歳、職業分類は建築資材販売、㈱藤和建商という会社の代表取締役です。地区の委員
長や副委員長を歴任してきた方です。
田島ガバナーの地区方針は、DO MORE END POLIO GROW MORE MEMBERSHIPです。「ポリオ根絶と会
員増強」、そして「奉仕の実践で会員基盤を強固にする」という意味です。
RI会長のテーマである「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 を理解し実践して頂けるようサポートいた
します。目標達成のため、全クラブにロータリー賞への挑戦を推奨します。ロータリー賞というのは、年度初めに会長に
目標を立てていただき、クラブでそれが実現出来たら賞がもらえるというものです。田島年度の地区ビジョンを説明
いたします。地区戦略計画というのがあるのをご存じでしょうか？DLPとかCLPとかいうのがそれです。簡単に言う
と、各クラブで3年から5年の計画を立てていきましょう。そのためにクラブ研修リーダーを選びましょうというもので
す。CLPは、クラブばんですが、地区にも同じようなものがあり、それがDISTRCT リーダーシッププランです。地区ビ
ジョンといわれているものがそれで杉岡年度で定められました。
2780地区の地区ビジョンは、「私たちは、地域社会の変化とニーズを捉え、地域社会にインパクトをもたらし、多様
な人々との出会いとつながりを活かして、良い奉仕を実践するために積極的に行動します」です。これに基づき4つの
優先事項を定めてております。

以上が田島ガバナー年度の方針となります。コロナ禍で例会運営も大変だと思いますが、是非、この二つを推進
していただけますと幸いです。
今回、ガバナー補佐という大役を仰せつかることになりました。皆様のお力添えを頂きつつ、各クラブと地区のパ
イプ役として、皆様のお役に立てるような活動をしていきたいと考えております。第6グループには10のクラブが
ございます。実はグループ内のクラブが11クラブになりますと、ガバナー補佐が二人になります。ですので、１０と
いうのは、一人のAGで持てる最大のクラブ数ということになります。ですので、どうしても、クラブ数の少ないグ
ループと比べると各クラブとの関係が希薄になりがちかと思います。そうならないように、なるべく皆様のクラブ
にお邪魔させていただき、顔の見えるガバナー補佐になりたいと思っています。

例会写真
ソングリーダー 相原聰会員

SAA 松川健治会員

スマイルボックス
森川良三会員

1つ目が、「地域社会の変化とニースを捉える」です。この点に関しては、マイロータリーなどのデジタルデバイスを活用
していただきたいです。
2つ目が、「地域社会にインパクトをもたらす」です。この点に関しては、世界ポリオデーが重要です。10月24日を挟ん
で前後2か月間、神奈中バスの中吊り広告にエンドポリオの公告が出ます。また、何台かラッピングバスも出ます。バス
ジャックのような形です。ここに併せて、ポリオ撲滅に関する奉仕活動をしていただくことを推奨しています。

誕生日祝い！！

3つ目が、「多様な人々との出会いとつながり」です。インターアクトやローターアクトなどの設立を推奨しています。是
非、将来のロータリアンを育てていただきたいです。

眞鍋藤正会員

出席委員会 宮東悠会員

親睦委員 伊藤彦二会員
４つ目が「積極的に行動します」です。この点では、ロータリー奉仕デーが重要です。今やIMはRＩの正式なプログラム
からは外されていて、ロータリー奉仕デーが推奨されてます。もちろんＩＭの良さはありますが、世界の潮流に取り残
されてもなんですので、日本でもロータリー奉仕デーをやってみようじゃないかと、もちろんＩＭに加えてロータリー
デーを各クラブで行っていただくというのが基本だと思いますが、まあ、最初ですから、みんなでやってみましょうと
いう感じです。
また、来年6月、ヒューストン国際大会に80人で行きたいと考えております。コロナも収束していると思いますので、
何卒、よろしくお願いします。

お誕生日おめでとうございます。

