
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

7月  13日 33(7) 前々回 30 90.32 3 川本・引田・丸茂 

7月  27日 33(7) 前回 28 90.32 3 川本・引田・畠山 

8月  3日 33(7) 本日     

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

  スマイルBOX    本日￥16,000 累計 ￥124,000 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   8月  10日 (火）   取り止め例会（祝日週） 

   8月   17日（火）   取止め例会 

   8月   21日 (土）   第1回家族会 すだて 中止 

   8月  24日（火）   取止め例会 

今 

後 

の 

情 

報 

委員会報告 

◆ＲI 第2780地区 ガバナー 田島透様（ふじさわ湘南ＲＣ）第6Ｇガバナー補佐 常磐重雄様（厚木ＲＣ）／本日

は、ガバナー公式訪問に参りました。是非、充実したクラブ協議会になればと考えておりますので宜しくお願い

致します。 

◆会長 本田誠一会員／本日は、田島ガバナー、常磐ＡＧの御来席を賜り誠にありがとうございます。田島ガバ

ナーの卓話を楽しみにしております。毎日のオリンピックの熱戦を観戦し世界のアスリートが国の代表として戦

い、色々な事を感じさせてくれていますね！ 

◆幹事 伊藤健司会員／田島ガバナー、常磐ガバナー補佐、本日はどうぞよろしくお願いします。 

◆道岸唯一会員／ガバナー公式訪問御苦労様です。本田会長、伊藤幹事これから1年ご苦労様です。 

◆眞鍋藤正会員／去る25日に亡妻 眞鍋菊江媼命（まなべきくえおうなのみこと）の100日祭を家族だけで挙

行。曾孫も含めて15人で霊璽（れいじ）の前で祝詞を上げ墓参をしました。喪が明けましたので、歌舞音曲自由

となりましたが、コロナ禍で謹慎の日はまだまだ続きます。 

◆古木通夫会員／コロナ欠席が長期となり、新会員のイメージでロータリー生活に戻りました。 

◆小金澤和夫会員／田島ガバナー、ようこそ。本日は宜しくお願いします。 

◆増正之会員／ガバナー田島透様、ガバナー補佐常磐重雄様、御苦労様です。今日はよろしくお願い致します。 

◆冨岡弘文会員／田島ガバナー、常磐ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。オリンピックに熱中の毎日

です。東京マラソンも参加が決まったのでランニングを頑張っています。 

◆石髙誠一会員／田島ガバナーようこそいらっしゃいました。本日は、宜しくお願い致します。 

◆細川康治会員／国際ロータリー第2780地区ガバナー田島透様、第6グループガバナー補佐常磐重雄様よう

こそいらっしゃいました。本日は、よろしくお願い致します。 

プログラム委員会 委員長 冨岡弘文会員／次週、8月3日の例会は、会員増強について 

吉岡委員長の卓話です。これを受けて8月31日のクラブフォーラムの成果を得たいという

狙いです。10日は、祝日週で休会です。17日は、9月7日に予定していたロータリーの友

についての卓話、21日は「すだて」です。24日は、21日の家族会の振替。9月7日の例会

は、予定を変更して、絵画コンクール審査会です。大勢の参加をお願いします。 

 

クラブ研修員会 委員長 伊藤彦二会員／本日、第1回目のクラブ研修委員会を北京飯店

で18時より行います。先日連絡いたしました会員の方は是非参加して下さい。 

先日、松川会員と「泉の森」に有ります40周年のときに行いました引地川の清掃をいたし

ました看板3枚のうち、2枚が「白蟻」により、朽ちていましたので処理を行いました。危害

が無く、早く処理が出来ましたので胸を撫で下ろしました。 
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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 

 

【大和ロータリークラブ活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」】 

会長の時間 

幹事報告 

 

 第 2750 回 2021 年 7 月 27 日(火) 
     司    会 / 松川 健治 

     斉  唱 / 四つのテスト 

        Ｓ.Ｌ./ 籾山 豊  

     ビジター/ ＲＩ 第 2780 地区 ガバナー 田島透様(ふじさわ湘南 RC) 
          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 

 

 

皆さんこんにちは。連日熱戦が繰り広げられている東京オリンピックですが、アスリート

のパフォーマンスを通して、多くの方が感動を味わっていることと思います。またメダリ

ストの言葉に感じ入る人も多いと思いますが、柔道73㎏級で金メダルを受賞した大野

選手が「常に自分との戦いである。そしてこれからもその戦いは続く。」という言葉には、

その思いの強さ、精神の高潔性を感じるには十分なものでした。 

 （オリンピックを通して、競技全般に言えることかも知れませんが、）私たちヘアーの業

界でも世界大会がありますが、採点方法やルールづくりの難しさ、大会に携わる人たち

の資質向上など日々進歩すること、改善することが求められています。 

 本日お出でいただいた田島ガバナーに置かれましては、世界のロータリーの潮流や進化などをご披露いた

だく貴重な時間になると思います。私もこのあと開催されるクラブ協議会や懇談会を今から楽しみにしてい

ます。本年６０周年を迎える当クラブは、地域で実のある活動を展開していますが、メンバーの皆さんに置か

れましても、本日のガバナーの卓話を通して、世界のロータリーの一員をあるという思いを再認識していただ

き、そのロータリー活動に進歩、改善点を見出していただけると幸いです。 

 厳しい時代で社業を営み、ロータリー活動をしている私たちですが、日々を嘆き、悲しむよりも、（オリンピッ

クの）アスリートたちの言葉にあるように、日々に感謝し、互いに勇気づけポジティブに邁進する私たちであり

たいと思います。 

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】 

 ・会費の納入をお願いします。 

【配付物】 

 ・次第 ・週報 ・第1回理事会議事録 

【回覧】  

 ・熱海豪雨災害義援金協力のお願い ※ご寄付の目安として一人当たり1,000円以上をお願いします。 

 ・すだて出欠確認表・2022-2023年度ロータリー奨学生募集について 

・第19回ロータリー全国囲碁大会のご案内 



 

 

 

 

                              

 

 

 

 

田島ガバナー、常磐ガバナー補佐との意見交換会 

「ガバナー公式訪問」 田島透ガバナー 

例会前に別室にて、 

田島ガバナー、常磐ガ

バナー7補佐と意見交換

会を行いました。 

 

地区出向者の方のご意

見や例会についての打

ち合わせを含め意見を

交換し、初対面の田島

ガバナーの人柄も知る

機会となりました。 

田島ガバナー 
田島ガバナー 

常磐ガバナー補佐 

挨拶： 

新型コロナは未だ収まらない中でありますが、ワクチン投

与も進み、パンデミックの収束も期待できるところまでき

ていると思われます。 

出来るだけ早くすべての会合がインパーソン開催となりま

すことを願っています。 

 

今年度は、皆様と共にシェカール・メータRI会長のもと、会

長の示される方針に沿いつつ、クラブの活性化に務めて参

りたいと思います。 

1年間一緒にクラブのために汗をかきます。 

皆様も私も、難題に出会うことがあると思いますが、1年が

終わったときに楽しい1年だったなあと感慨に浸ることが

出来ることを願っています。 

地区の現状について：コロナ禍で例会、親睦、奉仕活動などが計画通り実施出来ていないクラブが多く、会員数の減

少傾向が続いています。この減少傾向を皆様と危機感として共有したいと思います。 

 

会員数の推移：2017-2018年度より減少傾向にあります。クラブ数も大体比例する形です。 

女性会員について：2019-2020年に減少致しましたが、上昇しております。 

会員増強について：従来の点的・静的イメージ戦略（６５クラブが個別に行う奉仕活動） 

              今回の面的・動的イメージ戦略 

              （全６５クラブが統一したテーマで連携・行動し広範囲・大規模で長期間の奉仕活動   

 

奉仕の実践の推奨 ・1クラブ1奉仕事業（各クラブによる地域社会への奉仕活動） 

         ・ロータリー奉仕デーの開催（グループでの地域社会への奉仕活動） 

         ・世界ポリオデーIN2780の開催（地区全域で全クラブが連携し広範囲・大規模な奉仕活動） 

 

２０１２－２０２２年度 地区活動方針「地区ビジョンの実現」を目指します。 

行動目標:DO MORE「END POLIO」GROW MORE 「MEMBERSHIP」  

     「ポリオ根絶と会員増強」（奉仕の実践で会員基盤を強固にする） 

行動計画:メータ会長の方針を踏まえ次の２項目を挙げます。 

     １。RI会長テーマの理解と促進のサポート 

      ①各クラブがRI会長テーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」を理解と推進 

      ②ロータリー賞への挑戦 

     ２。「地区ビジョンの実現」を目指します 

       優先事項 ⑴ 「地域社会の変化とニーズをとらえる」 

       優先事項 ⑵ 「地域社会にインパクトもたらす」 

       優先事項 ⑶ 「多様な人々との出会いとつながり」 

       優先事項 ⑷ 「積極的に行動します」 

 

 

例会後の懇談会 

例会写真 

 

 

 

一言知恵袋 

     SAA  

松川健治会員  
スマイルボックス委員長 

     森川良三会員 
出席委員会委員長 

     宮東悠会員 

森川良三会員／取っ手のある重いもの持つ場合、ヒジを決して曲げてはいけません。四本の指にひっかけて

背を真っ直ぐにして運びましょう。 

石髙誠一会員／焼肉や唐揚げなどのお弁当を買うと下にスパゲッティが入っています。あれは肉とかを油で

炒めたり揚げたりしてそのまま入れると容器が熱で変形する為、スパゲッティを下に入れて、じかに容器に熱

が伝わらないようにする為です。  

ソングリーダー 

籾山豊会員 

マスク会食でのお茶、デザートを頂きながらの懇談会となりました。 

 

・コロナ禍における地区の役割とは？・クラブに自治権（自主）について 

・ロータリーデーについて 

・コロナ禍の状況を鑑み優先順位をコロナ対策にしないのですか？など様々なご意見がなされました。 

 コロナ禍において各クラブが課題にされているIT部分については地区にはIT委員会がございます。 

コロナ対策の部分では、1クラブ１奉仕プロジェクトなどがあり、各クラブが主体となり積極的に行って

頂きたいと思います。ロータリーデーで地域の皆さんと活動し、ポリオデーを通して広報活動を行う予

定でいます。クラブの皆様には個々、そしてクラブのために地区をうまくご利用頂ければと思います。 

 

花岡淳子会員からは、女性会員を増やす事を目標にするのではなく、適材適所がありますので、そこを

重視した結果女性会員が増えればうれしいです。と素晴らしいご意見ありがとうございます。  

 

また新人会員の方はお時間ございましたら、次回お残り頂けるとさらにロータリーを知るきっかけにな

ると思いますので、ぜひ、ぜひ、よろしくお願いいたします。 


