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武田会員より今日のクイズ
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武田茂会員 ／
油絵個展
9/18～24
小田急百貨店 新宿本店

指揮：原田賢

会員

書き順は美しい毛筆の流れです

スマイルBOX

本日

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会員／ホン
ダプレミアヘアー、3度目のハタチ」先日は、おめ
でとうございます。60周年祝賀会に出席させて頂き
ましてありがとうごいます。又、このたびは、大和
RC会員のために使用して下さいと金一封ありがとう
ございます。会長幹事としては会員のために利用で
きますように取り計らいます。
◆佐々木和夫会員／38年皆出席のお祝いありがとう
ございます。よく今までもったものだと思います。
◆小金澤和夫会員／最近ちょっと涼しい様な気がし
ますが残暑はこれからです。皆様体調に気を付けて
下さい。
◆古木通夫会員／晩夏の日差しに耐え、事務所草む
しりも75％追いつきました。
◆増正之会員／引地川沿い道路舗装工事中、デコボ
コがなくなりきれいになってます。車の方は走って
みて下さい。
◆冨岡弘文会員／今月は会員増強月間で、私が卓話
をします。クラブの最重要テーマですので頑張りま
すから、眠くなってもガマンしてくださいネ！
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日付

時間

回数

9月 10日（火）

12：30

2686

相原聰会員 ／
キャットミックス展
9/14～16
みどりアートパーク長津田

¥14,000 累計

¥121,000

◆古川毅会員／会員の皆さんこんにちわ。妻の誕生
祝い有難うございます。
◆相原聰会員／本日は誕生日のお祝いを頂きまして
ありがとうございます。9月14日（土）～9月16日
（祝）長津田駅前みどりアートパークにて猫派の
アート展「キャットミックス展」を開催します。是
非いらっしゃって下さい。
◆石井規子会員／残暑といえども、暑い日が続きま
すが、本日で私も司会の役目を終わる事ができまし
た。色々ご迷惑をおかけしました、ありがとうござ
いました。

◆花岡淳子会員／
先日、次男夫婦に第
２子の女の子誕生
し、孫が6人になり
ま し た。天 国 か ら
花岡に見守ってほ
しいと思います。
プログラム内容
会員卓話

9月

17日（火）

9月

24日（火）

12：30

2687

卓話「読んでますか？ロータリーの友」

10月

1日（火）

12：30

2688

会員卓話

例会日

会員数

8月 20日

32(7)

8月 27日
9月 3日

とりやめ例会

出席
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欠席

欠席者名

前々回

28

90.32

3

本田

森川

上田

32(7)

前回

25

86.1

4

森川

戸張

田辺

32(7)

本日

植松

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

【大和ロータリークラブ活動方針：

国際ロータリーテーマ

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

知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】

例会場 / 北京飯店 ４Ｆ
: 会
長 / 伊藤 彦二 幹 事 / 松川 健治
例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分
: 会長エレクト / 冨岡 弘文
副幹事 / 三浦 高義
事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926 ： 事務局 e-mail / jimukyoku@yamato-rc.org
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第 2684 回 2019 年 8 月 27 日(火)
SAA
石井 規子 君
「奉仕の理想」
原田 賢 君
な
し
な
し

伊藤 彦二

会長

平成7年に発生した阪神淡路大震災以後、各地にも地震による災
害が起きています。
特に平成23年3月11日には東北地方太平洋沖地震では巨大な津波
が多くの犠牲者をだしてしまいました。又、痛ましい原発事故
も起こってしまいました。過去のデーターからは巨大地震がい
つ起こってもおかしくないとも言われています。
国の防災基本計画によると「地方公共団体は避難場所をあらか
じめ指定し、日頃から住民に対して周知徹底に努めるものとす
る」と定められています。従来の避難標識は全国的に形状や表
現が不統一であり、万一の場合交通標識に比較し効果は期待で
きないと厳しい評価になっています。
国は平成11年「災害時避難誘導標識調査会」を発足させ、その
後「新避難場所」のデザインを発表し「緑＋学」表現を廃止し
て新デザインマークに変更するよう各都道府県庁に通知しまし
た。
これを機に積極的に取り組んだ国際ロータリークラブ第2750地
区
東京西南ロータリークラブ
東京杉並ロータリークラブ
東京城西ロータリークラブです。
地域住民や外来者、異言語者（諸外国人）や年少者にも理解で
きる「避難誘導標識」の設備推進に尽力致しました。地域の意
識を高めると共に命を守るための「統一デザイン標識」や「ユ
ニバーサルデザイン・ピクトグラム（絵文字）」を提案し又多
数の有識者の意見にもとづき改良を重ねた結果、全国統一デザ
インと評価されました。
「地域防災環境整備」は全国地方公共団体の大多数は単独での
整備が困難であります。国の政策である特別設置法による補助
金を活用し、さらに各地方公共団体の予算に加えるよう行動を
起こし、地域住民の安全はもとより来訪者や外国人も安全且つ
安心して訪問できる街として防災環境の整備を進めることが大

切と思っております。
私としては数年先に、大和3クラブの協力のもと「避難誘導標
識」が大和市内に設置出来ることを願っております。

・来週9月3日はガバナー公式

幹事報告

松川 健治

幹事

訪問です。当日は、12時に例会場に集合してくださ
い。例会終了後、懇談会がありますので皆様出席を
お願いします。
・地区大会出席者名簿を回覧します。
本会議：10月20日（日） 点鐘：12時30分 大懇親
会：18時15分から19時30分
場所：相模女子大グリーンホール・小田急ホテルセ
ンチュリー相模大野
・地区大会新世代交流会 10月20日（日）9：30～
小田急ホテルセンチュリー相模大野で開催
新世代に関心を持たれる方、新会員の皆様にぜひご
出席いただきたいとのことです。
【ポスティング】
・次第
・週報
・ガバナー月信
【回覧】
・the rotarian
・東京ゆうほうえんよりご案内

大和ロータリークラブ週報
でしょうか？

卓話

皆さん、ここの方針は読みましたか？
実は私はまだ読んでません。
会長エレクトが、何言ってんだと叱られそうですが、
私にとってのロータリーとは大和クラブなのです。
世界がどうこうとか地域としてとか言われても実感があり
ません。
会長を経験した後は、新しい実感を得られるのでしょ
う。人は、立場や責任によって興味や発想が変わるからで
す。その意味では、この中で最も関心のレベルが高いの
は、道岸さんと佐々木さんなのかもしれません。お二人は
ガバナー補佐（道岸さんの時は分区代理）を務められまし
た。私が、活動計画書の重要性を語るのは、制作に携わっ
たからでもありますが、その前に、クラブ幹事を経験した
からです。
クラブの中で役割を担うと、更にクラブが好きになるのだ
と思います。

「第1回クラブフォーラム」
～これからの会員増強について～
会員増強委員

冨岡

弘文

委員長

皆さんは、大和クラブについてどのような感想をお持ちで
すか？
クラブをもっと良くするにはどうしたら良いでしょうか。
私は、今のクラブに満足しています。いい感じです。
昔は110人も居たのにと、地区協議会などで揶揄されるこ
とがありますが、今の３倍の人数がいると、今の３倍良い
クラブかというと、決してそんなことはないと思います。
だけど、もう少し仲間が多いと、もっと色々と、楽しい取
り組みがやり易いでしょう。
例会も、もう少し賑やかなのが良いのかな。
事情でクラブを去る人が出るのは仕方がない。ならば新し
いメンバーは常に必要なのですね。
本日は、会員増強をテーマにクラブフォーラムです。
お手元に16ページのレジメと、入会候補者を書き出す用紙
を２枚配りました。
今回のフォーラムの目標は、皆さんが２名の候補者の名前
を思いつき、用紙を委員会に提出してくださることです。
前半は私がお話をしますが、後半ではテーブルごとに雑談
をして、誰かを思いついて頂けたら成功です。
会員増強についての概念的な意見交換ではなく、具体的な
取り組みの場にしたいと思います。
クラブ活動計画書をお持ちでしたら３２ページを見てく

祝 ﾎﾝﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾍｱ60週年

本田誠一会員より記念式典出席
のお礼と寄付をただきました

ださい。
年間プログラムを見ますと、８月は「会員増強・新クラブ
結成推進月間」となっています。
ところで皆さん、クラブ活動計画書はご利用になっていま
すか？
私は、例会に来るときにはなるべく持参しています。
家に大切にしまっていても読まないからです。
ロータリーのことはロータリーの時間で。
日頃は忙しいのですから、例会とその前後がロータリーの
時間です。
クラブ活動計画書には、我がクラブの殆どすべてが載って
いるので必携です。
ついでに、計画書にもう少し触れると
目次の次には国際ロータリー（RI）会長の施政方針メッ
セージが載っています。
そして、その次がRI第2780地区のガバナーによる方針説
明。私たちの地区は日本の、神奈川県の横浜と川崎以外の
地域です。ガバナーというのは、管理責任者とでもいうの

皆出席

佐々木和夫会員
皆出席・在籍38年

在籍年数

さて、ようやく本題ですが
例年ですと、地区から卓話者を招いて話を聞くことが多い
です。
今年も打診がありましたが、断りました。
よその人の話を聞くより、自分たちで話した方が効果的だ
と思ったらかです。
昨日、念の為、過去の卓話の資料に目を通してみまし
た。すると、クラブ協議会で説明した、本年度の戦略がそ
のまま載ってて驚きました。要するに「当たり前のことを
しっかりやる」ということなんですね。
資料にある接触交渉のポイントはとても参考になりま
す。「ロータリーってこういう団体です。寄付や街の掃除
をする為の団体では無いんですよ」
このような説明のための準備を整えておくことは重要で
す。要するに技術なのです。
さあ、大和クラブの取り組みです。
今年のリーダーである伊藤会長は、会員増強が重点方針で
す。活動計画書の記事を、皆さんと読みたいと思います。
如何に、会員増強を重視しているのかが判ります。
そして、伊藤会長は、増強委員長に会長エレクトの私を
指名されました。
私は、大和市内に知人が少ないので一瞬ためらいました
が、戦略を立てて、管理することならできると、思い直し

ここからあとは、以前に候補者として名前が挙がった方々
の情報です。
そして、伊藤会長が手紙を用意した、OBメンバーのリス
ト。更には、今日までに会員増強委員から集まった、候補
者の情報です。
皆さん、これらの情報をもとに、周囲の方々とあれこれ
雑談をしてください。
そして、知り合いの誰かの名前をリストに書き出してくだ
さい。ここに書いたら、自分が入会まで携わらねばならな
いと思わないで下さい。
仕事の立場があるでしょうし、そもそもダメ元が当たり前
ですし。脈がありそうな場合には、会長ともども丁寧な接
触を進めていきたいと思います。
より良いクラブを目指し、具体的な一歩を皆さんで踏み出
したいと思います。

お誕生日おめでとうございます

祝

古川

て引き受けました。すると、会長エレクトを増強委員長に
するのは、いい作戦だと気付きました。今年に増強できれ
ば来年に活きるので、やる気になる訳です。
会員増強委員会のページを見てください
入会からの年数の若い方々が委員になっています。
「自分はロータリにに入会してよかったよ〜」そのように
知人を誘っていただくのが、最も効果的な増強の仕方なの
です。
一方の維持委員会には、ベテラン会員がおられます。
更なるロータリーの良さを、経験から語っていただけるも
のと存じます。
職業分類表は職業分類委員会のページにあります。
ここをよく見ると、私たちのクラブで「いない人」が見え
てきます。
私の職業は税理士という士業ですが、他の士業で「いない
人」が気になります。
相模原の士業の友人である大勢の行政書士や司法書士、社
会保険労務士が相模原市のロータリーにはいます。
大和市内のこれら士業の方をご存知ありませんか？
次の資料は、女性経営者が多い業種です。
もっと女性会員を増やしたいので、これらの業界を探して
みたいと思います。

毅会員

皆出席２年

在 籍 15 年

本田 貞子様
８月11日

古川 弥栄子様
８月31日

相原 聰会員
８月25日

