
小売店で買い物時に受け取るプラスチック製レジ

袋が7月1日から全国一斉に有料化が実施されまし

た。プラごみによる海洋汚染や焼却時の二酸化炭素

の排出を避けるための策でした。各社が対応を急ぐが、

植物に由来するバイオマス素材の配合率が25％以

上のレジ袋は無料で渡せるため、バイオマス素材入り

のレジ袋への切り替えで有料化を回避する動きもみ

られております。一方、コロナ禍で飲食店や今までは

夜お酒を中心にしていたお店などが工夫を凝らし持ち

帰り、いわゆるテイクアウトに力を注ぎ、この難局を乗

り越えようと努力されています。このテイクアウトに使

われる容器がいわゆるプラスチック製が多く使われ、

せっかくのレジ袋有料化実施に水を差す状況となっ

てしまいました。

本日より新年度が始まるわけですが、企画、予定、

計画を十分に準備しても、これからの新しい生活様

式にあわせ、行動を臨機応変に実施できるよう柔軟

な心構えが求められていますので、ご協力宜しくお願

い致します。

数年前より大和中ロータリークラブは「不易流行」と
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【 本日のプログラム 】 7月9日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 会長・幹事

【 次回予告 】 7月16日 卓話 「コロナウイルス危機をどう乗り越えたか」 職業奉仕・プログラム委員会

【 第1986回例会】 令和2年7月2日（木） 【 司会SAA 】 鈴木 洋子 君

【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 向井 嘉男 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 3名(敬称略)

27名 24名 88.89% 82.76% 1名 原嶋、池澤、岸
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いう考え方を大切にしてきたと思います。

改めて簡単に紹介いたしますと「不易流行」とは松

尾芭蕉の理念の一つで、いつまでも変化しない本質

的なものを忘れない中にも、新しく変化を重ねている

ものを取り入れること。今年の大和中ロータリークラブ

もこの不易流行を大切にしていきたいと思います。

①７月のロータリーレートは１０７円です。

②会長幹事会が７月８日に座間にて開催予定です。

③1年間よろしくお願いいたします

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 阿萬 正巳 副委員長

会員誕生日 原嶋 賢一郎 君 7月2日

竹野 国敏 君 7月3日

配偶者誕生日 新村 朝奈 夫人 7月4日

創業記念日 小栁 智裕 君 7月1日

藤田 方己 君 7月1日

入会記念日 新村 千成 君 7月1日

野口 宏 君 7月5日

北砂 明彦 君 7月７日

「就任にあたり

北砂 明彦 会長

本日現在、在籍頂いている会員と、新年度を迎え

られることに、厚く御礼申し上げます。

今年の２月よりコロナ禍によって社会全体に自粛

要請、そして制限の設けられた生活が続く中、各会

員の事業におかれましても多大なる影響を受けてい

ることと察します。皆さんと今日、大和中ロータリーク

ラブの新たな扉を開けることが出来ました。本当に感

謝申し上げます。

ロータリー活動も２月に東京RCの例会に出席後、

自クラブでの例会や会合も全て取り止めが続いており

ました。新たな生活様式に例会や会合はなく、４カ月

弱が過ぎていきました。

本来であれば新年度を迎えるにあたり、RIのテーマ、

地区のテーマ、そして、クラブ会長のテーマや方針を

もとに、各委員会を開催し準備に当たる時期でした。

細則の改定をはじめ、会員の皆様への報告や年間

事業への打ち合わせなども十分な時間をとる事出来

ずに本日を迎えました事、お詫び申し上げます。

さて、新たな扉を開けるにあたり、この一年間の役

員理事を改めて紹介致します。

副会長石川健次さん、会長エレクト阿萬正巳さん、

幹事野口宏さん、会計新村千寿さん、会場監督鈴

木洋子さん、直前会長辻彰彦さん、理事橋本日吉さ

ん、理事竹野国敏さん、理事石川達男さん、理事入

江公敏さん、会計監査岸幸博さん、小栁智裕さん、

副幹事中村友彦さんです。どうぞ一年間宜しくお願い

致します。

１．ＲＩ会長テーマと方針 2020-21年度

国際ロータリ会長 ホルガー・クナーク氏

1992年ロータリー入会 ドイツ

財務長、理事、規定審議会代

表議員、ゾーンコーディネーター、

研修リーダー地区ガバナーなど歴

任

125年続く家族事業［カナック・

エンタープライセス］の元パートナー兼ゼネラルマネー

ジャー 現在不動産業を営む［カナック・ＫＧ］のＣＥ

Ｏ

ＲＩテーマ 「ロータリーは機会の扉を開く」

奉仕の行いは、

その大小にかかわ

らず、助けを必要と

する人たちのために

機会を生み出すも

のであり、会員自身

にも受益者の人生

を豊かにする。私た

ちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機会の

扉を開いています。「ロータリーは機会の扉を開く」

わが大和中ロータリークラブでも会員増強は急務

の課題です。ホルガークナークRI会長は会員増強に

ついて
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「会員数を増やすために数字にこだわるのではなく、

持続可能かつ有機的な形で成長できる方法を考え

るように求める」

「現会員を維持し、クラブにふさわしい新会員を募

ることにクラブが注力すべき。新会員を、会員数を増

やす人員であるかのように考えるのは、やめる必要が

ある。どの新会員も新しい視野と経験をもたらし、私

たちを変えてくれる。新会員から学ぶことで私たちは

より強くなれる。」

また、ロータリー会員が変化を受け入れることが必要

であり「時間は私たちの為にスローダウンしてくれない」

「私たちは急速な変化に負けません。この機会をとら

えてロータリーを成長させ、より強く、適応力を高め、

中核的価値観に寄り添ったロータリーとなるのです。」

＊ロータリーの中核的価値観

今日の世界は、1905年の世界と同じではありませ

ん。人口動態が変わり、変化のスピードが加速し、テ

クノロジーによってつながりや奉仕の新たな機会が生

み出されています。不変なのは、ロータリーを定義づ

ける下記の価値観に対するニーズです。

（親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ）

過去を敬い、未来を見据えながら、私たちは進化

を遂げ、ロータリーを時代に即した組織とするだけで

なく、繁栄させることが出来ます。

２．第２７８０地区ガバナーテーマと方針

2020-21年度

国際ロータリー第２７８０地区

ガバナー 久

保田 英男 氏

年ロータリー入会 鎌倉RC

「楽しむための一番の方法は、

この協議会や国際大会温容な大

勢の会議であれ奉仕プロジェクトや

例会であれ皆が集まる事（together）。集まればより

活動的になる事が出来ます。」

とホルガークナークRI会長は、国際協議会で語った。

地区方針「TOGETHER～＋もっと自由に」仲間が集

い（together）同じ目標に向かって協力し進むことで、

一人では成し遂げられないことを可能にします。

地区目標を９つ挙げてます。

①RI会長テーマ及びビジョン声明・戦略【行動】計画・

協調事項の推進

②RIロータリー賞への積極的なチャレンジ

③会員増強・会員維持・クラブ拡大

④青少年育成の推進

⑤クラブ戦略（長期）ビジョン策定の推進

⑥奉仕活動推進の為のロータリー財団への年次寄

付

⑦米山奨学会寄付

⑧ポリオ根絶の推進

⑨「１クラブ１プロジェクト」の維持と奉仕プロジェクト支

援

３．大和中ロータリークラブ会長テーマと方針

「会える喜び、楽しみ、笑顔を広げよう」

大和中ロータリークラブも創立以来はじめて、取止

め例会が長きに続き、会える喜びや語り合い、元気を

もらう機会が失われていました。

本年度はクラブ再生を念頭に、会員同士の友情と

絆を深める１年にしていきたいと思います。

出席したくなる例会づくり。楽しめる例会づくり。

簡単なことから初めてみましょう。まずは自らが楽し

む。そして、隣の人を楽しませる。テーブルを楽しま

せる。自分が笑顔で挨拶をし、みんなから笑顔をもら

う。すると和やかな雰囲気の良い例会が出来るので

はないでしょうか。社会全体が停滞している今だから

こそ。仕事でも様々な影響が残っている今だからこそ。

例会で気持ちのリフレッシュが必要だと考えます。友

人との笑顔の時間を創っていきましょう。

例会以外でも、委員会開催や炉辺会合などにより、

親睦を深める時間を作り、友情をより深めて頂きたい

と思います。

また、事業は継続事業となりますが、内容について

は、新たな発想や仕掛けを期待いたします。そのた

めにも、会員がみんなで知恵と知識を出し合いながら

作り上げていってほしいのです。

若い会員から刺激と元気をもらい、先輩会員から

は知識と元気をもらう。お互いに変化をして頂きたい

と考えます。

私が大和中ロータリークラブに入会して間もないこ

ろ先輩会員より「ロータリーはクラブが基本。例会で笑、

元気をもらい、知恵と知識を授かり、そしてまた仕事

に励むことが出来る。」と教わりました。

我々一人一人が喜びを感じ、楽しむ事が出来たな
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ら、周りの人へも笑顔が届けられると信じております。

皆さんと一緒に笑顔を広げていきたいと思います。

【目標】

親睦の充実 親睦委員会と各委員会による企画

設営

（年間プログラム参照）

委員会開催 随時

研修 2回／年

炉辺会合 2回／年

実施事業

知的障碍者交流 映画鑑賞

特殊詐欺被害未然啓蒙 落語鑑賞
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北砂 明彦 会長、野口 宏 幹事、

新しい生活様式の元、新年度スタートとなりました。

例会のスタイルは暗中模索ですが、どうか一年よろし

くお願いします。

北砂 明彦 君

入会記念日ありがとうございます。

阿萬 正巳 君

北砂会長、野口幹事、1年間楽しみです。よろしく

お願いします。

藤田 方己 君

北砂会長の船出をお祝いいたします。

髙橋 政勝 君、小栁 智裕 君

北砂、野口丸の出発心からお祝い申し上げます。

頑張ってください。創業記念のお祝いありがとうござ

います。

竹野 国敏 君

誕生日のお祝いをいただきありがとうございます。

苗加 真敬 君

先日は誕生日のプレゼントありがとうございます。

今日は出席率が高くて良いことですね。

新村 千成 君

辻前会長、一年間お疲れ様でした。北砂会長、一

年間よろしくお願いいたします。

石川 健次 君

本日、年会費をATMでおろしたところ、定額給付

金が入っていました。ラッキー。北砂、野口年度もよ

ろしくお願いします。

小野 泰弘 君

本年度は姉妹クラブとSAAを担当することになりま

した。北砂会長、野口幹事を始め会員の皆様、一年

間よろしくお願いいたします。

鈴木 洋子 君、小栁 智裕 君、富澤 克司 君

今日、昨日とちがい天気も良く、良い始まりになり

ましたね。北砂会長、野口幹事一年間よろしくお願

いします。

長野 俊八 君、入江 公敏 君

北砂会長、野口幹事、石川副会長、いよいよ船

出ですね。厳しい時代ですが、1年間頑張ってくださ

い。

中村 友彦 君

北砂会長、野口幹事一年間よろしくお願いいたし

ます。

後藤 定毅 君

北砂会長、野口幹事ご就任おめでとうございます。

特にお二人はロータリアン二世。ご父君に劣らない一

年間楽しい例会期待しています。

髙橋 清 君

北砂会長、野口幹事丸の船出の時がきました。大

きな希望と期待を胸に新型コロナと共存しての出航

です。頑張ってください。

辻 彰彦 君

北砂年度が素晴らしい船出を向かえ、大変嬉しく

思ってます。一年間よろしくお願い申し上げます。

橋本 日吉 君

いよいよ今日から、北砂・野口丸が出航です。一

年間「会える喜び 楽しみ 笑顔を広げよう」をテー

マ頑張ってください。

石川 達男 君

新年度北砂・野口丸の出航おめでとうございます。

親睦活動委員会全員で頑張りたいと思います。

スマイルボックス 石川 達男 委員長 本日 ￥27,000 累計 ￥２７，０００


