
【大和ロータリークラブ活動方針：　つながろう　やさしい未来のために】 

2022年8月16日発行・編集：松川 

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  

第2785回　2022年8月2日(火) 
司    会    / 　武田　茂  君 

斉　　唱   / 　君が代　奉仕の理想　　Ｓ.　Ｌ.   / 　 谷田健雄君 

ゲスト　   /    JECインターナショナル（株）　代表取締役　桑原真由美様 

　　　　　　　    米山奨学生　ジャリー,バーバラ アナスタシアさん 

ビジター   / 　なし　 

吉岡　善一　会長 

本日のテーマ：「ロータリーの組織構造」

 ◆私たちは、「大和ロータリークラブ」の会員です。そして、「国際ロータリー」の会員は、各「ロータリークラブ」です。

これが、基本です。

◆次に「地区」があり、おおむね県単位です。大和ロータリークラブは、第 2780地区に所属しています。地区の代表

者を「ガバナー」と言い、「国際ロータリー」の役員になっています。

◆次に、世界中のクラブを 34の地域に分割して、「ゾーン」というのがあります。日本には、３つの「ゾーン」があり、大

和は、「第2ゾーン」に所属しています。「ゾーン」から、「国際ロータリー」の理事を選出します。

◆「地区」の下には、約 10個の「グループ」があり、大和は、第 6グループに入っています。グループのトップを「ガバ

ナー補佐」と言います。「グループ」は、「分区」という地区もあります。

 ただし、ロータリーの特徴的は、「国際ロータリー」、「ゾーン」、「地区」、「グループ」、「クラブ」と縦割り行政になって

いないことです。

 

伊藤　健司　幹事 

会長の時間



＜上期＞  

 

2021年7月  

4日（日） ・やろう会　会場：横浜うかい亭　参加者：45名 

6(火）・第60代会長：本田誠一　幹事：伊藤健司（会員数：33名）

 

13日（火） ・卓話：ＲＩ　第２７８０地区　第６Ｇガバナー補佐　常磐重

雄様（厚木ＲＣ） 　「ガバナー公式訪問に備えて」  

27日（火）　・ガバナー公式訪問 

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６Ｇガバナー補佐　常磐重雄様（厚木ＲＣ） 

2021年8月 ・緊急事態宣言により休会  

2021年9月 ・緊急事態宣言により休会 

2021年10月  

3日（日） ・第3回　やまと児童絵画コンクール　シリウスにて　 

応募作品：366点　入賞作品：57点  

5日（火） ・退会　（株）横浜銀行　大和支店兼桜ヶ丘支店　支店

長　畠山直紀会員  

12日（火）・絵画コンクール慰労会　会場：北京飯店　参加者：18名

 

19日（火）・例会再開　緊急事態宣言解除（9/30）※休会数：7回 

・表敬訪問　座間RC　会長　矢部雅文様、幹事　古木普総様　

 

・入会式　（株）横浜銀行　大和支店兼桜ヶ丘支店　支店長 

塚田順朗様  

・次年度第6Gガバナー補佐　就任挨拶　冨岡弘文会員 

・ＩＴ委員会　発足  

22日（金）　・コロナ撲滅＆コロナ沈静化祈願祭　　会場：座間鈴鹿

明神社　  

出席者：本田会長/伊藤幹事/花岡会員/米山奨学生　ジャリー、

バーバラ　アナスタシアさん  

24日（日）・献血　イオンモール大和　(受付：79名/実施者：69名） 

2021年11月  

25日（木）～26日（金） ・花巻南ロータリークラブ表敬訪問 

参加者：本田会長/伊藤幹事/三浦姉妹友好クラブ委員長/吉岡

会員/花岡会員/石井会員/長谷川会員/武田ご夫妻  

2021年12月  

7日（火） ・入会式　日本エートス㈱　代表取締役会長　桑原治夫

様 

・年次総会 

12日（日）・クリスマス家族会　会場：横浜うかい亭　　参加者：69名 

21日（火）・2021-2022年度前期　最終例会  

23日（木）・贈呈式（RI 第3522地区より医療用マスク寄贈/日本国

内全体432,000枚）　 

　会場：公益社団法人 東京都医師会  

28日（火）　・贈呈式（RI 第3522地区より医療用マスク寄贈）　 

会場：大和市立病院（8,640枚）

 

 

本田年度（2021~2022年度）活動報告
＜下期＞  

 

2022年1月 

11日（火）・表敬訪問 

大和中RC　会長　阿萬正巳様、 

幹事　中村友彦様  

 大和田園RC　会長　古谷田紀夫様、幹事　澤﨑秀夫様  

18日（火）・会員卓話　道岸唯一会員「温故知新」 

・歓迎会　桑原会員　会場：北京飯店

 

25日（火）・会員卓話　眞鍋藤正会員「温故知新」 

28日（金）　・贈呈式（RI 第3522地区より医療用マスク寄贈）　会場

：公益社団法人大和医師会（7,200枚） 

2022年2月  

15日（火）・入会式　（株）ユニヴァ―サル　専務取締役 

谷田健雄様

 

2022年3月  

1日（火） ・2024-2025年度ガバナー・ノミニー　佐々木辰郎様（大

和田園RC）来訪  

・会員卓話　長谷川衛会員「温故知新」 

8日（火） ・卓話　大和シルフィード（株）　代表取締役　大多和亮

介様、濱本まりんさん  

15日（火）・会員卓話　小金澤和夫会員「温故知新」 

20（日）・21日（月） ・地区大会　20日（日）鎌倉パークホテル　21

日（月）藤沢市民会館　出席者：9名  

2022年4月  

5日（火） ・卓話　米山奨学生　ジャリー　バーバラ　アナスタシアさ

ん 

19日（火）・入会式　鳥飼一吏税理士事務所　所長　鳥飼一吏様 

29日（祝・金）・地区研修協議会　会場：相模原市民会館　出席者

：10名 ・台北七星RC姉妹クラブ締結式（ZOOMにて　於　大和

商工会議所） 

2022年5月  

4日(祝・水）・すだて　　会場：すだてつぼや　千葉県木更津　参加

者：46名 

15日（日）・大和RC創立60周年記念式典 

会場：レンブラントホテル海老名　出席者：122名  

31日（火）・会員卓話　古木通夫会員・宮東悠会員「温故知新」 

2022年6月  

7日（火） ・歓迎会（塚田会員/谷田会員/鳥飼会員） 

　　　　　　・60周年記念式典慰労会　

 

 会場：韓味館　参加者：29名 

【報告】

　・8月9日（火）は、休会です。　

  ・コロナ禍における当クラブ例会の出席・欠席扱いについて

　・8月ロータリーレートは 1㌦133円です。現在MY ROTARYには誤ったレートが掲載されております。

 
【ポスティング】

　・次第

　・週報

　・会長の時間資料

　・ガバナー公式訪問、ガバナー補佐訪問　質問・疑問・要望アンケート

　締切は、8/14（日）、事務局までお送りください。

・2022～2023年度イベント等　行程表（案）

・地区大会報告書

 
【回覧】

　・第46回　神奈川大和阿波おどり　御礼

　・新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応について

　・会員増強・新クラブ結成推進月間　リソースのご案内

　・ロータリー

・ロータリー財団月間卓話依頼について　締切 9/30（金）

　・END POLIO NOW キャンペーンに関するお願い及び卓話の依頼について   
　・アムダマインズ様より年次報告書

第2回クラブフォーラム　会員増強について

幹事報告 相原　聰幹事

🎂ご夫人のお誕生日🎂

本田誠一会員のご夫人
本田貞子様（8月11日）
誠におめでとうございます

ソングリーダー
谷田健雄会員

米山奨学生
ジャリー・バーバラ・アナスタシア様

SAA　武田茂会員



1、出席率（5/31現在） 91.42%  

2、例会数（6/21） 33回　コロナでの休会数：7回 

3、入会者  4名  

(株)横浜銀行　大和支店兼桜丘支店　支店長　塚田順朗様 

（10月19日）  

日本エートス（株）　代表取締役会長　桑原治夫様（12月7日） 

（株）ユニヴァ―サル　専務取締役　谷田健雄様（2月15日） 

鳥飼一吏税理士事務所　所長　鳥飼一吏様（4月19日）  

4、退会者 1名  

(株)横浜銀行　大和支店兼桜丘支店　支店長　畠山直紀会員 

（10月5日）  

5、ゲスト・ビジター数（6/14現在） 

186名（やろう会・クリスマス会・60周年記念式典含）  

6、スマイルボックス（6/14現在） 472,000円 

◆石髙誠一会員／今回で一言知恵袋は終了になり最後の知恵袋です。寒い冬には湖の表

面が凍ります。バケツに張った水も同じですが、水の表面温度が下がった場合、温度の低い表

面と温度の高い底の水が対流します。そうすると底の方に0℃の水がたまった時に、底の方か

ら凍っても良いと思いますが表面が凍っています。それは、水は4℃になった時が一番比重が

重いのです。底に4℃がたまったらそれからは対流しなくなり表面が0℃になった時、表面から

凍り始めるからです。長い間、一言知恵袋に付き合って頂きまして有難うございました。 

皆出席お祝い　皆さまおめでとうございます！ 

石会員 武田会員 

 細川 

7、ロータリー財団寄付額（6/14現在）  

年次基金：445,000円 

恒久基金：120,000円  

ポリオ　　：　83,400円  

ポリオ　　：    3,100円（絵画コンクール） 

大和RC　創立60周年記念　クラブ年次基金寄付：50,000円 

8、米山奨学会（6/14現在） 普通寄付：167,500円（上・下期）

特別寄付：562,000円  

大和RC　創立60周年記念　特別寄付：50,000円 

9、熱海豪雨義捐金 29,000円（8/2）  

10、佐賀長崎豪雨義捐金 27,000円（10/29）  

11、宮東悠会員より 100，000円（11/9）  

12、花岡淳子会員より 300,000円（5/10）  

13、本田誠一会長より 60周年記念式典　エコバック（330,000

円）  

 

伊藤健司会員 

伊藤彦二会員 

副幹事　相原会員 

6月25日(土)18:00〜アフターコロナへ向けた大海原のカラオケ大会「Inみな

とみらい横浜屋形船」〜カラオケ同好会

長谷川同好会会長のはからいでアフターコロナに向けてカラオケ大会が開

催されました。ひさびさのカラオケに長谷川会員夫妻はいつものように熱唱

し、増会員は練習の成果を思う存分発揮してカラオケ同好会会員にお招き

することになりました。 

第2回クラブフォーラム　会員増強について

森川：会員増強というのは本来テーマを掲げて、じっくり時間をかけて行うものであると思います。そして増強
というのは様々な事情があり、基本的には簡単に増やせるものではないと思います。皆さんは経営者の方々
ですから、例えば、社員を増やしたり、何かのイベントでひとを集めるとき何をどのようにしたら人を増やす可
能性を出すことが出来るのか、本来ならばじっくり時間をかけてみんなでやらなければいけないことだと思い
ます。今回は会員増強についてざっくりと結論のような話で申し訳ありません。

本田：私は3人ほど会員増強をしました。常に会員増強をするという気持ちでいると出会うものですね。最近で
は、桑原さんに 会ったことですね。また様々な席でこの人いいなあと思った方がいても他のクラブからもお誘
いを受けていることが多い用です。
その時は、ぜひ大和クラブへどうぞという気持ちで接することが大事だと思います。
また、相手に楽しさ伝えることも大事だと思います。日々会員増強という気持ちでいます。

森川：私自身が大和ロータリークラブに紹介をし入会まで出来ておりませんので、組織的にどのようにしたら
会員増強をしたら良いのか私自身正直よくわかっていません。
ただ、以前人を集めたり、物を普及させることをやっておりました。
その正攻法のようなものはかじったことがあります。まずロータリーは世界的にも大きな組織であるが、会とし
ても世界的にみてもこのような団体ですという告知の部分が弱いように思います。 AIDMAC（別名：アイドマッ
ク）をご存知でしょうか？

A：アテンション（注意をひきつける）

 I :インタレスト（何に興味をもたせるか）

D:デザイア（方法や言葉やタイミングに注意を払い、入会に対し欲望を抱かせる）

M:メモリー（記憶に残るようなアプローチ）

A:アクション（行動に移してもらうには、一つ一つ壁を取り払っていく）

C:コングラチュレーション（キャンセル防止のための祝福）

私たち一人一人ができるのがさいごの “C”です。やめる人をいかに減らすか、例えばネクタイを購入した方
に、帰り際に「そのネクタイお似合いですよ」と一声かけるだけで、その方が購入したネクタイに対する気持ち
が全然変わるものなのです。
新入会員を絶対に孤独にはしない！ そして温かく迎えるという当たり前のことかもしれませんが、できる限り
声をかけてあげたい。よく話す人、あまり話さない人等様々な人がいますので、その方に合わせながら孤独
に苛まれるようなことがないようにする。何のためにロータリークラブに入会したのかわからなくなるようでは
意味がありません。
今回紹介したことを組織的に大々的に大和のみではなく、さらに広げた形で行っていけば公共イメージの前
の認知度向上に時間をかけてつながるのではないでしょうか？
先週の例会の卓話で藤本さんがクロージングのお話をされていました。友人ではない方を話をして入会する
ところまでに持っていくにはこれしかありません。まずはローターアクトクラブをわかりやすく説明できることで
す。

権利と義務
権利：どのような人でも人は幸せを求める権利があります。でも幸せになることが出来ない人がいます。 その
ような方々を手助けするためにロータリークラブがある と最初から考えていました。
義務：信義則上の義務（社会は人々の「信頼」に基づいて成り立っているものだから、当事者たちは相手方の
もつ「信頼」を裏切らないように行動しなければならないということ）
この義務を意識することにより争い分裂の危機も回避できるのではないでしょうか？

このようなことをアプローチ段階から訴えること、卓話を聞きに来られたらテストクロージング成功です。クロー
ジング入会書にサインすることを指します。 AIDMACからテストクロージングまで焦らず緩やかな階段を作り
失敗することなく、成功の連続に導くこと。その結果が入会へとつながると思います。今後はどのように注意を
ひきつけ興味をもつかなど、その一つ一つに対してフォーラムを、皆さんで考えていく必要があると思います。

会員増強委員長　
森川良三会員



https://yamato-rc.org/

スマイルBOX  本日　\8,000　　　累計 \67,888  

例会日  会員数  　回  出席  出席％  欠席  欠席者名 

7月26日  34(5)  前々回  24  72.73  9  中戸川、石井、川本、原田、引田、細川、丸茂、谷田、鳥飼 

8月  2日  34(5)  前回  25  83.33  6  中戸川、川本、原田、植松、引田、丸茂、  

8月16日  34(5)  本日         

 
 
今 
後 
の 
情 
報 

日付  時間  回数  プログラム 

8月23日（火）  12：30  278７  卓話　岡田英城様　「会員増強ついて」 

8月30日（火）  12：30  2788  佐藤祐一郎ガバナー公式訪問 

9月　6日（火）  12：30  2784  卓話　星野正則様 （ドトールコーヒー代表取締役社長） 

9月13日（火）  12：30  2785  卓話　児島貴弘様　（スターバックスジャパン株式会社） 

◆会長　吉岡善一会員／ 桑原真由美様、アナスタシアさん、ようこそいらっしゃいました。暑いですので、熱中症とコロ

ナに注意して、夏を乗り切りましょう！

◆古木通夫会員／ あつい！暑い！熱い！！

◆武田茂会員／ 古木さん、手作りキューリおいしかったです。

◆増正之会員／ 熱い、熱い、お互いに気を付けましょう。

◆冨岡弘文会員／ トレーニングの時には必ず日焼け止めを塗るように、カミさんにしつけられているのですが、だい

ぶん焦げてきました。

◆伊藤健司会員／ 記録的な暑さですが、「雨にも負けず」の精神で乗り切りましょう。

◆本田誠一会員／ 甘～い夏の思い出を作る間もなく、もうすぐ秋が訪れる。忙しい事は、何もないより楽しい事です。

委員会報告 

職業奉仕委員会　委員長　山田己智恵会員／ 大和市立中学校のキャリア教育への協力のお願いについて

地区クラブ管理運営委員会　細川康治会員／ 新会員の集い、野球大会について

出席委員会
増正之会員

職業奉仕委員会
山田己智恵会員

地区クラブ管理運営委員会
細川康治会員


