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【大和ロータリークラブ活動方針：
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やさしい未来のために』

】

例会場 / 北京飯店 ４Ｆ
: 会
長 / 吉岡 善一 幹 事 / 相原 聰
例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分
: 会長エレクト / 森川 良三 副幹事 / 細川 康治
事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926 ： 事務局 e-mail / jimukyoku@yamato-rc.org

●社会奉仕/プログラム 委員会戸張美穂会員／
<社会奉仕>来週7/12は、社会奉仕のクラブフォーラムとなりますので例会前に委員会を開催します。
●<プログラム変更> 8/23 卓話者 横須賀RC 岡田英城様 卓話「会員増強について」
●クラブ奉仕委員会委員長松川健治会員／一年前の野郎会のゲスト細貝さんが活躍中。
●公共イメージ・雑誌委員会委員長石井規子会員／ロータリー友の紹介。

ス
◆吉岡善一会長／1年間がスタートしました。よろしく
お願いいたします。
◆直前会長本田誠一会員／新年度の始まり、何か変化と
改革を吉岡会長、相原幹事が計画されている。楽しくな
ること間違いなし。皆さんで応援しましょう。前年度に
培ったチーム力が更に高まる一年にしたいと願うところ
であります。
◆直前幹事伊藤健司会員／本田年度、一年間お世話にな
りました。吉岡会長、相原幹事、一年間どうぞよろしく
お願いします。
◆古木通夫会員／吉岡年度、楽しい例会になる事を期待
してます。
◆長谷川衛会員／吉岡・相原丸の船出を祝って一年間頑
張って下さい。
◆増正之会員／吉岡会長、相原幹事、1年よろしくお願
い致します。
◆松川健治会員／さぁ、はじまりましたね。一年間よろ
しくお願いします。

今
後
の
情
報

◆石髙誠一会員／新しい年度が始まりました。最近は異
常気象が続き、大きな災害などが増えています。大和
ロータリークラブは何事も無く一年を過ごしたいもので
すね。
◆石井規子会員／今日から新しい年度ですね。私も初め
て委員長を致します。どうぞ皆様ご指導の程宜しくお願
い致します。
◆三浦高義会員／新年度が始まりました。吉岡会長、相
原幹事の元、この1年間もロータリー活動を楽しみたい
と思います。
◆山田己智恵会員／今日から新年度。新しい気持ちでス
タートします。吉岡会長、相原幹事、よろしくお願いし
ます。
◆細川康治会員／吉岡会長、相原幹事、一年間よろしく
お願いします。本年度、スマイル委員長をやらせていた
だきます。皆様方の多くのスマイルをお待ちしていま
す。
◆眞鍋藤正会員／吉岡丸の安全なる航海を祈る。
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取り止め例会 （祝日週）
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第2回クラブフォーラム「会員増強について」
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2022 年 7 月 5 日(火)

司
会 / SAA
伊藤 健司
君
斉
唱 /「国歌 君が代」「四つのテスト」
Ｓ.Ｌ.
/ 三浦 高義 君
ゲスト
/ 米山奨学生

ジャリー，バーバラ・アナスタシア

吉岡

善一

会長

初めての会長の時間で、緊張して
おります。これから１年間どうぞよろ
しくお願いいたします。
昨年度は、コロナで大変な１年でし
たが、本田会長、伊藤幹事の元、６
０周年記念事業を無事達成されま
したこと、誠にお疲れ様でした。
今年度は、６０年間の伝統を引き継ぎ、基本的には、昨年度
の運営を踏襲しますが、新しいことには、できるだけチャレン
ジしていく予定です。詳しい方針等につきましては、この後
のクラブ協議会でお話しいたします。
簡単な自己紹介：日本アイ・ビー・エム株式会社に２５年間勤
勤務。パソコンの開発では、LSIを設計し、エラーがゼロ個。
その為、「まあまあ」とか「だいたい」とか言えなくなりました。
今後の会長の時間では、主にロータリーのことをお話しする
予定です。ロータリー用語では、翻訳と誤解が気になってい
ます。新会員のフォローアップ、および会員維持につながれ
ばと思います。1年間、楽しいクラブにして行きましょう。

相原

聰

幹事

【報告】
・本年度前期会費の納入のお願い。
・7月ロータリーレート1㌦136円。
【ポスティング】
・クラブ活動計画書
・会員名簿・次第・週報
・第13回理事会議事録
・2022-2023年度前期会費納入のお知らせ
・会長、幹事クラブ協議会資料
・ロータリーの友・【回覧】
・佐々木遊子様60周年記念品のお礼状

ソングリーダー＆米山奨学生

取り止め例会 （祝日週）

6月 28日
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籾山・鳥飼
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中戸川・田辺・川本・塚田・鳥飼

7月 12日
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本日

SL三浦会員

アナスタシアさん

「クラブ協議会

年度計画発表」各委員会
【奉仕プロジェクト部門】

【クラブ管理運営部門】
【会計】花岡淳子 君
ロータリーの活動は皆さんの会費収入で運営して
いますので遅滞ない納入をお願いします。
【会場監督】伊藤健司 君
和やかな例会運営を心がけます。遅刻席を設定し
配膳に配慮します。年に数回の席替え予定です。
【クラブ奉仕委員会〉松川健治 君
各委員会のお願いはクラブ委員会に載せてあります。
各管理クラブの運営委員長と共に一年間活動して参り
ます。全ての委員会が連動して動いている事ですので
協力して委員会の皆様と仲良く、内容の濃い奉仕活動
が出来ればと思っています。宜しくお願い致します。
【出席委員会】 丸茂清和 君
昨年はコロナにより例会の中止などがありました。
しかし現在は状況も少しずつ改善し、ロータリーの最
適解を見つけながら出席率向上に寄与します。
本年もZOOM併用のハイブリッド例会を継続します。
【クラブ会報委員会】 三浦高義 君
今年度もクラブ会報を手作りで作成して参りたいと思
います。新しいメンバーの皆様にも参加して頂き、会
報の編集までできるような人を数人でも増やしていく
ことを今年度の目標にしたいと思います。
【親睦・ロータリー家族委員会】 松川健治 君
本日野郎会を行います。好評の「すだて遊び」は実施
する予定です。恒例の「クリスマス家族例会」を12月
11日に実施予定です。
【会員選考委員会】 石高誠一 君
６０年の歴史を持つ大和ロータリークラブに相応しい
方を選考したいと思います。
【会員維持委員会】 本田誠一 君
進化したセンスある空気感を心掛け、楽しく「ずっと
入会していたい」クラブづくりに邁進します。

【会員増強委員会】 森川良三 君
増強は地道に案内を続けていくことが大切です。
皆でお誘いのお声掛けをよろしくお願い致します。
【プログラム委員会】 戸張美穂 君
コロナの影響を考慮し柔軟にプログラムを進めます。
本年は、卓話は外部の方をお呼びしたり、夜間例会も
計画します。皆様のご協力をお願いします。
【公共イメージ・雑誌委員会】 石井規子 君
認知度の向上の一助として例会の活用方法を提案しま
す。例えばドトールの社長様を卓話にお呼びするので
あれば一般の方もお呼びして、クラブ紹介など認知拡
大を図るきっかけにしていきたいと思います。
雑誌「ロータリーの友」につきましては、伊藤副委員
長と交代で内容を紹介してまいります。
【スマイルＢＯＸ委員会】
1件でも多く皆様からスマイルをいただけたらと思い
ます。よろしくお願い致します。
【職業分類委員会】 伊藤健司 君
時代の変化、地域社会に即した職業分類を実施し、会
員増強の観点から未充填職業の提案を行います。
【ＩＴ委員会】 松川健治 君
例会場に設置しているパソコンを担当します。
現在委員は6名です。一人でも多くの方に参加して頂
けるよう1年間ご協力お願い致します。
【クラブ研修委員会】 本田誠一 君
今まではリアルでなければできなかったことも、今は
Zoomでも可能になりました。そのようなことも含め
て、皆で実りある研修会にしたいと計画しています。

【職業奉仕委員会】 山田己智恵 君
職業奉仕はロータリーの根幹となる奉仕となる事か
ら、クラブフォーラム等を通して情報交換を行い、啓
発を行います。また、「I serve」として自分ひとりで
の奉仕だけではなく、みんなで奉仕する「We serve」
についても考察します。市内の中学校が職業学習を実
施して、職業講話や職業訓練の場を持っているので、
合意を得られたところから、市の教育委員会に情報提
供をしてまいります。
【社会奉仕委員会】 戸張美穂 君
絵画コンクールがメインの活動にはなりますが、恒例
の献血や交通安全イベントも実施します。
WITHコロナの新しい環境の中で何か新しいことができ
るのか考えながら活動していきたいと思います。
【国際奉仕委員会】 伊藤健司 君
なぜこの活動が必要なのか、なぜ寄付が必要なのか、
丁寧に説明させていただきながら、「財団・米山・姉
妹友好クラブ」の3委員会をとりまとめて活動します。
【ロータリー財団委員会】 桑原治夫 君
クラブ活動計画書に記載の通り、財団活動への理解を
深める卓話の実施等を通じて、1人でも多くの方々から
できる支援を形にしていきたいと思います。
【米山記念奨学委員会】 石高誠一 君
米山奨学会の事業をこれからも発展継続させるため
に、皆さまの寄付をよろしくお願い致します。
【姉妹友好クラブ委員会】 伊藤健司 君
姉妹クラブ及び友好クラブとの交流促進を目的とし、
本年は、６０周年の御礼の意味合いからも、花巻南RC
（１０月もしくは１１月）、台北七星RC（４月）に交
流訪問を実施します。

桑原会員へ記念品の贈呈

【青少年奉仕委員会】 三浦高義 君
恒例の絵画コンクール今年度も開催します。
夏休みに小学生から絵画を募集します。今年度のテー
マは「私の大切なもの」がテーマです。いろいろな種
類の作品が集まるのかなと期待します。今まで例年300
枚くらいの絵画が集まっていますが今年はより一層の
小学生が参加して頂ければと望んでいます。
11月13日にシリウスのギャラリーに例年通り展示会と
表彰式を行いますので子供達の笑顔と保護者様の笑顔
を楽しみに進めて参ります。
【ホームページ管理特別委員会】 吉岡善一 君
Facebookやホームページに、週報やスケジュールを掲
載しております。今年度も継続してまいります。

【同好会】
【ゴルフ同好会】 武田 茂 君
6月28日に8名で開催いたしました。今年度は、２～３
回は開催したいと思います。

【カラオケ同好会】
雰囲気や会場の換気などを考慮した運営を心がけま
す。是非ともご参加下さい。
【釣り同好会】 三浦高義君
一昨日に5名で実施した東京湾での釣行では、谷田さん
というスーパールーキーが誕生しました。
釣りにご興味のある方はいつでもお声掛け下さい。
【食べ歩き同好会】
一昨年発足したにも関わらず、コロナの影響でまった
く実施できておりません。今年はどうなるでしょう。
できれば開催したいです。

吉岡会長より…
みなさまありがとうございました。
1年間、楽しい例会にしていきましょう！！

眞鍋会員お手製の国際信号旗

本田直前会長 乾杯の発声

