
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

3月  21日 35(7) 前々回 24 77.42 7 籾山・森川・原田・丸茂・塚田・桑原・谷田 

3月  29日 35(7) 前回 30 93.75 2 原田・丸茂 

3月  29日 35(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    4月  12日 (火） 12：30 2769 「PETS報告・次年度方針について」 

    4月  26日（火） 12：30 2771 60周年記念例会リハーサル２ 

    5月  4日（祝）   家族会すだて 

    4月  19日（火） 12：30 2770 60周年記念例会リハーサル１ 

今 

後 

の 

情 

報 

ス    スマイルBOX  本日  ￥17,000 累計 ￥350,000     

◆横浜ＭＭ２１ＲＣ 直前会長 岩堀將様／本日はお世話になります。 

◆会長 本田誠一会員／桜満開の心が癒される時が訪れました。自然界は何事もなく花が咲き葉を実ら

せ、又、次なる花咲く準備を繰り返します。ロータリークラブも雨風をしのぎ、次なる事へのスタート

は決められています。更なる会が発展すること、会員の皆様のご健勝を祈念申し上げます。 

◆会長エレクト 吉岡善一会員／皆出席、在籍年数のお祝いをありがとうございます。岩堀さん、よう

こそいらっしゃいませ！ 

◆眞鍋藤正会員／増さん、家族信託の資料、有難うございました。 

◆小金澤和夫会員／妻の誕生日を祝っていただきありがとうございます。 

◆古木通夫会員／お久し振りです！ようやく舞い戻ってきました。 

◆宮東悠会員／35年在籍年数祝いを頂きありがとうございます。これからもガンバリます。 

◆武田茂会員／誕生日お祝いありがとうございます。正直、うれしくない！！ 

◆増正之会員／引地川沿いの桜情報。満開になりました。1週間ぐらい見れます。誕生日祝いありがと

うございます。 

◆冨岡弘文会員／会長が終わった記念に、いつもと違う寄付をしてみたところ、お祝い頂き恐縮です。 

◆花岡淳子会員／皆出席の御祝い、ありがとうございます。これからも欠席しない様、がんばります。  
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   【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 
本田誠一 会長 

幹事報告 

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マ 



                                           
  本日の主題：地区大会を終えて  今年度の活動方針： 

財団表彰 

ベネファクター  

冨岡弘文会員 

 

 

 

 

PHF+5 眞鍋藤正会員 

PHF+1  石髙誠一会

員、 

ソングリーダー     

   お誕生日祝い 

ご夫人のお誕生日 

皆出席祝い 在籍年数祝い  

長寿会員記念品贈呈 

財団表彰ベネファクター 
ベネファクターとは・・・ 

 

ポール・ハリス・フェローとは、ロータリー財団に1,000米ドル以上の

寄付をした人、または名義人を称える認証です。 認証の種類／レベ

ル／認証品  ポール・ハリス・フェロー (Paul Harris Fellow)／ マ

ルチプル・ポール・ハリス・フェロー（Multiple  Paul Harris Fel-
low） PHF $1,000～ 認証状と襟ピン PHF +1 $2,000～ 襟ピン（サ

ファイア 1 粒） PHF +2 $3,000～ 襟ピン（サファイア 2 粒） PHF 
+3 $4,000～ 襟ピン（サファイア 3 粒） PHF +4 $5,000～ 襟ピン

（サファイア 4 粒） PHF +5 $6,000～ 襟ピン（サファイア 5 粒） 

PHF +6 $7,000～ 襟ピン（ルビー 1 粒） PHF +7 $8,000～ 襟ピン

（ルビー 2 粒） PHF +8 $9,000～ 襟ピン（ルビー 3 粒） 

出席報告  ビジター 

道岸唯一会員 

眞鍋藤正会員 

宮東悠会員 

 

道岸唯一会員は本日欠席されました。 

 

長寿会員の皆様これまで大和RCを 

支えて頂きありがとうございます。 

そして、これからもよろしくお願い致

します。 

本田誠一会長 

皆出席 2年 

在籍年数 10年 

横浜MM21ロータリークラブ 

直前会長 岩堀 將 様 
相原聰会員 籾山豊会員 小金澤和夫会員 

ご夫人の小金澤伊勢代 様 

宮東悠会員 

皆出席 30年 

在籍年数 35年 

 

花岡淳子会員 

皆出席 2年 

在籍年数 3年 

石井規子会員 

皆出席 2年 

在籍年数 10年 

吉岡善一会長エレクト 

皆出席 5年 

在籍年数 10年 

在籍年数 2年の引田俊一会員は 

本日欠席されました。 

 

例会に出席される日を会員一同、 

お待ちしております。 

 

今年度の活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」 

地区大会新規プログラムに参加して（2022年3月29日） 

 

伊藤彦二会員／先日までは、新世代交流会の予定でしたが、今回はロータリー奉仕デー、昨年まではＩＭで

したが、今年度は田島ガバナーの方針でロータリー奉仕デーになりました。第1Gガバナー補佐から事業報告

が始まり、第10Gガバナー補佐まで報告が有りました。全体的には、コロナ・ウィルスのため実行するのに

は、それなりに大変な思いが有ったとの事、大きな声を出さないで最寄り駅などでポリオデーの活動をされ

たとの事。特に特記することでは、10月3日第7Gの伊勢原神宮から始まり10月24日の第4Gが寒川神社で、計6

箇所の祈願祭を行われたとの事。我々第6Gでは、鈴鹿神社でおこなわれたポリオ根絶コロナ鎮静化祈願祭に

アナスタシアが出席して、小雨降る寒い日にもかかわらず、アナスタシアさんは巫女さんの衣装を着て日本

文化を満喫したそうです。 

地区大会を終えて 

本田会長  今回は多くの方が出席していただきました。今年のテーマ「奉仕しよう。みんなが幸せにな

るために」の内容が感じられました。次年度の「イマジンロータリー」のテーマの方向性も感

じる大会であった。 
伊藤幹事  ６０周年記念式典やコロナ禍という別の視点でみる大会でありました。プログラムは簡略化

していた割りには、時間的に押していた感もありました。受付が狭い箇所に混乱していて、

もっと広く、風通しのよい状況にすべきであった。簡略化が必要です。 
吉岡会員   １日目はyou tubeで出席しました。三木会長の講演をクラブセミナーに参加できまし

た。通信は安定していました。新世代交流会は教育委員会からの要請で急遽中止になったよう

です。２日目の本会議はリアルで参加でき、仲間に敢えてよかったです。簡素化の割には、挨

拶が簡略化されていませんでした。ビデオのゲストスピーチなど工夫がありました。懇親会は

屋外のキッチンカーと弁当の配布とよいアイデアでしたが、弁当はあまりおいしくなかったで

す。大和クラブの参加者が少なかったようです。座席はクラブの割り当てが示されず、仲間が

どこにいるのかわからなかったです。座席指定はあった方がよかったと思います。座席は狭

く、休憩場所も少なく、過密状態であった。実行委員会は繰り返す変更のなかよく運営したと

思います。 
冨岡会員  AGエレクトの仕事はありませんでしたが、地区米山委員として留学生とお茶出しを行いまし

た。お湯を沸かすポットでブレーカーが落ちたりハプニングがありましたが、学園祭のようで

楽しかったです。通常10月であった大会の３月開催は異例であり、ガバナーの年度報告ができ

た点はよかったと思いました。予定が変更することはとても準備が、大変であったと思いま

す。大和クラブから長寿会員の表彰があったことはうれしいことでした。 
増会員   本会議途中で失礼しましたが、大和クラブの長寿会員が３名いたことは立派でありました。

他のクラブにも大正生まれの長寿会員が2名いらっしゃいました。受付は外部の方が安全でし

た。 
伊藤彦二会員／先日までは、新世代交流会の予定でしたが、今回はロータリー奉仕デー、昨年まではＩＭ

でしたが、今年度は田島ガバナーの方針でロータリー奉仕デーになりました。第1Gガバナー補

佐から事業報告が始まり、第10Gガバナー補佐まで報告が有りました。全体的には、コロナ・

ウィルスのため実行するのには、それなりに大変な思いが有ったとの事、大きな声を出さない

で最寄り駅などでポリオデーの活動をされたとの事。特に特記することでは、10月3日第7Gの

伊勢原神宮から始まり10月24日の第4Gが寒川神社で、計6箇所の祈願祭を行われたとの事。

我々第6Gでは、鈴鹿神社でおこなわれたポリオ根絶コロナ鎮 
静化祈願祭にアナスタシアが出席して、小雨降る寒い日にもかかわらず、アナスタシアさんは

巫女さんの衣装をて日本文化を満喫したそうです 
本日ビジターで出席の岩堀様は大和クラブに1999年に入会されています。野口会長、古木幹事

の時代でした。 
石井会員  ２日目の12：00から出席しました。受付が過密状態でペンも使いまわしでした。受付は広

く、清潔さが必要です。座席は指定した方がよかったです。あまりの過密にせず、会場運営方

法は対策が必要であった。今度の60周年記念式典 
も会場の使い方を検討してほしいと思いました。 

細川会員 本日の大和クラブの発言がとても素晴らしいと思いました。 
 
松川会員 ２日目に参加しました。座席指定が無く、大和クラブの会員を見つけるのに苦労しました。３

階に密を避け休憩してから合流できました。司会は男女の掛け合いで参考になりました。舞台の花の位置


