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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」】
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： 会
長 / 本田 誠一 幹 事 / 伊藤 健司
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本田 誠一 会長
皆さんこんにちは。去る５月１５日は、私の願う１２０％の完成度を得て、６０周年記念式典、祝宴を成功
裏に終えられましたことを先ずもって心より御礼申し上げます。
思い返せば、オープニングのビデオに始まり、相原会員の心からの熱唱、物故者の紹介においては、
森川会員の沁みわたるような美声、天から「しっかりやれよ！」と励ましをいただいている心持がしました。
献花という今までにない演出もさせていただきました。今は亡き先輩方を心から偲ぶことは、私たちにとっ
て、とても大切であるということを再認識させていただきました。皆さんにお伝えしていると当日の気持ちが
走馬灯のように思い出され、思わず涙ぐんでしまいそうです。司会団の皆さん、お世辞抜きに『完璧』でし
た。あれ以上の出来を求めることが出来ないほどに『完璧』でした。確かな計画、重ねて行った練習の賜
物でした。『中身は濃く・時間は短く』まるで自身の会長の時間と対極にあるような出来栄えでした（笑）祝
宴も和やかな雰囲気そのままに、美味しい料理と素晴らしい演奏が繰り広げられ「ロータリーの良さ」が漂
う時間でした。
武田実行委員長の含蓄ある挨拶も非常に印象的でした。どこをとっても素晴らしく、時代に即した内容で未来に繋がる６０周年記念式典
と祝宴でした。宴席も終わり、来場者をお見送りする皆さんの自信に満ちた笑顔を、私は終生忘れることはないと思います。
ご担当いただいたレンブラントホテル海老名の曽根原さんからも御礼と感動のメッセージをいただきました。私たちのロータリーはこれか
らも続きます。今回のことを考えても『奉仕が感動を呼ぶ』という理想的な果実を私たちは手に入れることが出来ました。
最後になりますが、６０周年の前段としてクラブを盛り上げていただいた“すだて遊び”、次年度の準備の時期の６０周年で多岐に亘りご
面倒をお掛けしてしまっている吉岡エレクトに心からの御礼とお詫びを申し上げ会長の時間とさせていただきます。

伊藤 健司 幹事
【ポスティング】
・次第、・週報、・第11回理事会議事録、・ガバナー月信、
・次年度絵画コンクール、 テーマについて、・新会員歓迎会、慰労会について

【回覧】
・花巻南ロータリークラブ様より60周年記念のお礼状、・タウンニュース、・ロータリー
・（株）コンピューターエンゼルス様ご案内、・ホテル河鹿荘ご案内、・歌舞伎座ご案内
・ダイニング華様ご案内

地区研修・協議会を終えて
次年度ガバナー補佐 冨岡弘文会員：
今回はクラブ委からではなくて地区から出席致しました。まず驚いたのは席が一番前だということで
した。それと同時に恥ずかしさもありました。分科会は新会員の部門に参加をしました。まず何より
新会員が一番大事ということです。ベテランの先輩方はロータリークラブの良さを十分知っていま
すので、新会員の方々にロータリーの良さを感じて頂けるかが重要です。一人ひとり好きなことを
質問するという形で行われました。
当日は女性が元気で人数も多かったです。印象に残ったのはDEIが現場で感じたことです。女性
が多く参加していたことや、県立高校の先生が参加されていたり、当日はおられませんでしたが、
車いすの方の会員もいる。障がいのある方も会員としていること。まさにインクリージング（増加）、ダ
イバーシティ（多様性）感じました。
会長エレクト 吉岡善一会員：
2022年4月29日（土）に相模原市民会館で地区研修・協議会が開催されました。
大和ロータリークラブからは、冨岡ガバナー補佐を含め、10名が参加しました。
当日は、途中から大雨になり、会場移動も大変だっと思います。出席された皆さん、お疲れ様でし
た。
地区研修・協議会は、地区内のすべてのクラブの委員長が一か所に集まり、次期ガバナーおよ
び地区の各委員長から方針を聞くという、言うなれば次年度に向けての「キックオフミーティング」
となります。
少なくとも、次期会長は、この会合に出席していないと、会長になれないという重要な会議です。
会合は、1部が全体会議で、次期ガバナーの佐藤さんから、RIの方針「Imagine Rotary」および地
区方針をお聞きしました。
第2部が各部門に分かれてそれぞれ地区委員長から次年度の方針をお聞きしました。
会長部門では、田島ガバナー、佐藤ガバナーエレクト、田島ガバナーノミニーのお話がありました。佐藤ガバナーエレク
トの話では、日本には現在ゾーンが2.5あって、これを３にすると日本からのRI理事が増やせるとのことでした。３にするに
は、会員を増やす以外ないとのことです。
懇親会は、お弁当方式でしたが、新会員の方も多くのパストガバナーとお会いできたようです。
副幹事 相原聰会員：
木村哲也地区幹事他3名の役員の講義内容
●就任半年前から任期完了1年半に行う事項「活動カレンダー」の説明を受けた。
●幹事の仕事は会長と委員会の方針を理解し、協力しクラブ全体の運営にあたることである。
次の事項に留意する。
・幹事は勉強しなければならない。十分な準備が必要である。
・クラブ会員の相談係であり、要となること。
・地区HPのリニューアルを確認する。クラブデータを見直す。
・体に気を付け健康で元気いること。大変だが楽しむこと。
・幹事ノートをつける。SAと例会の流れをつくる。
・理事会が決定機関であることを忘れない。
・手続き要覧をよく読むこと。
・マイロータリー、セントラルを活用すること。
活動がスムースに進み、成果を上げるために準備することが大切だと感じました。
クラブ管理運営部門 松川健治会員：
ITの部分の説明のあと、クラブが活性化すには？それを阻むものは何か？というお題のディス
カッションを行いました。
各テーブル５、６人で様々な意見がでました。魅力的な奉仕活動や、親睦楽しい例会を行うな
ど。阻むものは会員同士の付き合い方など身近な問題がありました。やはりクラブ活性化する良
いクラブになるには会員同士認め合い、向上し四つのテストに照らしあうという基本的な部分が
大事なような気がします。どんな行事も奉仕も何をするかも大事であると同時に誰と行うかという
部分が重要なのかもしれません。

公共イメージ 石井規子会員：今回初めて委員長となりました石井です。
フェイスブック活用しましょうと説明がありました。アナログ人間ですので、籾山副委員長頼りにして
います。不安は感じていますＩＴ委員会のお力をお借りしまして、まずはフェイスブックに記事をあげ
てＰＲするというお話を伺ってまいりました。
会員増強 伊藤彦二会員：お話を聞くということが中心でした。会員増強については一人が一人を
紹介するというのは難しいと思いますので、推薦ができる方が推薦してそれをほかの会員が支える
ほうが望ましいように思います。新会員のかたが新会員を紹介するとさらに活発になるように思いま
す。そして年齢や女性などにこだわらず動いていきたいと思います。
職業奉仕 山田己智恵会員：これまでの歴史と意義を学ばせていただきました。他の地区ではプロ
グラミング教室などを行い成功した例などが紹介されました。２７８０地区の活動指針が記憶に残る
年にしたいとなっておりますが、今年度が非常に記憶に残る年でしたので、次年度どうしようか悩み
ますが、皆様と協力し合い頑張ろうと思います。
青少年奉仕 三浦高義会員：青少年交換プログラム経験者のＯＢでありますローテックスの女性お
二人がプレゼンテーションを行いました。楽しくとってもいきいきとお話をされる姿を目の当たりにし
て、ここまで人を変えてしまうぐらい良いプログラムなんだなと感じました。インターアクトクラブ（１２歳
から１８歳まで）とローターアクトクラブ（１８歳以上）がありますが、ローターアクトクラブは通常のクラ
ブと同等の扱いであるという話が印象的でした。夕方から６０周年の司会の打ち合わせがありました
ので、進め方などとても参考になりました。
新会員部門 谷田健雄会員：ロータリーの四つのテストなどのアカデミックな部分の討議がありまし
た。
ＤＥＩの部分について質問させていただきました。
ロータリークラブに出席しているときは平等であるから楽しんで良いクラブを作ることが大切というお
話がとても印象に残りました。
大和ロータリーに入会できて良かったと思っています。

委員会報告
副幹事（代行） 会長エレクト吉岡善一会員／別途案内が送られておりますが、次年度活動計画書の原稿を早めに提出お願
いします。
期前委員会 会長エレクト 吉岡善一会員／次年度の全委員長（理事、役員を含む）のキックオフミーティングを行いますの
で、が参集お願いします。日時：2022年5月27日（金）17：00～18：00 場所：南林間駅近くカフェミモザ 費用：1,500円（ケー
キ・コーヒー付き）
青少年奉仕委員会 松川健治会員／絵画コンクールのテーマについて
60種年記念委員会委員長 武田茂会員

お誕生日おめでとうございます！
伊藤彦二会員
ご夫人の誕生日

一言知恵袋
◆吉岡善一会員／先日、若い女性が運転している
所に遭遇しました。女性は、胸の前に1才くらいの
赤ちゃんをだいて運転してました。もし、車がぶつ
かった時、赤ちゃんがエアーバックの代わりとなっ
てしまいます。本人は助かるかもしれませんが、赤
ちゃんは専用のかごかいすを利用して、運転席の
後ろが安全です。

https://yamato-rc.org/
本日 \30,000 累計 \445,000

スマイルBOX

◆会長 本田誠一会員／ 60周年、様々な思いの中、伝統と継承にふさわしいイベントが成功裡に終了できまし
た事、心より感謝申し上げます。大和ロータリークラブここにあり、一致団結したメンバーの誉りとなれば幸いす。
次年度も盛り上げましょう。
◆幹事 伊藤健司会員／ 感謝 THANK YOU 謝謝
◆会長エレクト 吉岡善一会員／ 60周年記念式典、無事成功おめでとうございました。中心になって準備された
皆様、お疲れさまでした。次年度の活動計画書作成がありますので、よろしくお願いいたします。
◆眞鍋藤正会員／ 60周年記念行事大成功でした。武田実行委員長以下役員の皆様お疲れ様でした。大和
ロータリークラブの歴史に新しい一ページが加わりました。
◆古木通夫会員／ 60周年記念式典、素晴らしかっですね！僕の夏野菜、51本順調に育っています！
◆長谷川衛会員／ 60周年記念式典、大成功ですばらしかった。委員の皆様大変ご苦労様でした。
◆増正之会員／ 60周年記念式典お疲れさまでした。
◆伊藤彦二会員／ 先日の60周年、声が良く通り、大変良かったです。おめでとうございます。又、本日は妻の誕
生日を祝って頂きありがとう。
◆冨岡会員／ ＡＧ引継ぎで、第6グループを廻っています。よそよりクラブの数が多いので時間が掛かります。大
和の60周年について、皆さんほめて下さいます。
◆松川健治会員／ おじいちゃんより預かりました。スマイルをしたいと思います。60周年のお祝いの気持ちをこ
めて。
◆松川健治会員／ 60周年お疲れ様でした。
◆石髙誠一会員／ 皆さん、60周年心に残る記念になりました、お疲れさまでした。
◆三浦高義会員／ 60周年記念式典は大変お疲れさまでした。全員の力で記憶に残る素
晴らしい60周年になったと思います！
◆花岡淳子会員／ 60周年記念式典が成功裡に終わり、安堵すると共に、当日、道岸会員
と松川清元会員が出席されました事、大変嬉しく思いました。
◆山田己智恵会員／ 60周年記念式典は、本田会長、伊藤幹事、武田実行委員長はじめ
皆様の熱い思いで大成功に終わり良かったです。実行委員の１人として、携わらせて頂き
幸せです。ありがとうございました。
◆細川康治会員／ 60周年記念式典、本田会長、伊藤幹事はじめ会員の皆様、本当に
お疲れ様でした。大変素晴らしい会でした。大和ロータリーに入れて頂き改めて良かったと
思いました。
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日付

時間

回数

プログラム

6月7日（火）

12：30

2778

イニシエーション スピーチ（谷田会員、鳥飼会員）

6月14日（火）

12：30

2779

クラブフォーラム「絵画コンクールのその後」

6月21日（火）

12：30

2780

クラブ協議会「１年を終えて」

6月28日（火）

12：30

2781

会長・幹事 挨拶 「１年を終えて」

回

出席

出席％

欠席

例会日

会員数

5月15日

36(6)

前々回

35

97.22

0

5月24日

36(6)

前回

33

90.91

3

5月31日

36(6)

本日

欠席者名

原田、丸茂、鳥飼

