
昨日10都道府県に発令しいる緊急事態宣言につ

いて沖縄を除く9都道府県で期限の20日までで解除

とし、7都道府県（北海道、東京、大阪、京都、兵庫、

愛知、福岡）は21日から「まん延防止等重点措置」

に移行するとの発表がありました。神奈川県ではまん

延防止等重点措置が延長されるとの事です。ただし

飲食店での酒類提供を条件付きで午後7時まで認め

るとの内容の様です。6月17日の政府大佐鵜本部で

正式決定する方向で動いております。

最後の最後まで計画や予定の変更を余儀なくされ

た一年間がようやく終わりを迎えようとしております。

本日の会長の時間は、2月16日予定されておりま

した第6Gインターシティミーティングについて本年度

主幹クラブの大和ロータリークラブ会長冨岡弘文会

長と本年度第6Gガバナー補佐の辻彰彦ガバナー補

佐に本年度のIMについてお話を頂きます。例会最後

の貴重な時間ですが、大変すばらしいIMの作成が出

来ているようですので、20分程度お話とビデオ視聴を

して頂きます。

米山奨学生

関明月 様

ご挨拶

インターシティミーティングについて

大和RC会長 冨岡 弘文 様

実行委員長 吉岡 善一 様

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 阿萬 正巳 副委員長
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【 本日のプログラム 】 7月1日 就任挨拶 会長、幹事

【 次回予告 】 7月8日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 会長、幹事

【 第2017回例会】 令和3年6月17日（木） 【 司会SAA 】 小野 泰弘 君

【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 向井 嘉男 君

【 ゲスト 】 冨岡 弘文 様、吉岡 善一 様（大和RC）、関明月 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

27名 21名 77.78% 76.92% 1名 原嶋、肥田、池澤、新村、苗加、富澤

会長の時間 北砂 明彦 会長
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創業記念日 長野 俊八 君 6月21日

阿萬 正巳 君 6月28日

「一年を顧みて」

北砂 明彦 会長

1年にわたり会長として、皆様方には大変お世話に

なりました。こうして無事に役を満了出来ました事、心

より御礼申し上げます。

平成30年に会長ノミニーとなり、その後Covid-19

により地区研修協議会、PETS、地区大会もオンライ

ン。同期会長の名前と顔もわからないまま時間だけ

が過ぎていった気がします。

年間プログラムにおいては、人を集める事業が全

て取止め中止となりました。

出来る事は何か？橋本プログラム委員長におかれ

ましては一年間本当にありがとうございました。お陰様

で14名の外部卓話者をお迎えすることが出来ました。

中にはZOOMでの卓話の時間もありました。

また、東慶州ロータリークラブとのつながりも、ビデ

オレターの交換とライブでのコミュニケーションを11月

にとることが出来ました事、担当委員会の皆様をはじ

めご出席頂きました皆さまに感謝いたします。

地区補助金申請が通ったものの、事業を行うこと

が出来ずに代案策として、しらかし会「松風園」様への

空気清浄機贈呈が行えたのも皆様のご協力とご理

解があったから出来ました。 感謝申し上げます。

緊急事態宣言下では殆どのクラブが例会取止め。

又まん延防止措置期間においてはZOOMのみでの開

催やZOOMを利用したハイブリッドでの開催。休会を続

けたクラブもありました。大和中ロータリークラブの例

会においては、緊急事態宣言下中のみ取止め例会

とし、「会える喜び、楽しみ、笑顔を広げよう」の方針

の元、週一回の例会を通常通り行って参りました。例

会場での食事と会話や、数回にわたるゴルフ好きの

会員交流も行うことが出来ました。残念なことは炉辺

会合や委員会活動を外で行うことは出来なかった事

でしょうか。

未熟な点や至らなかった点など多々あったと思い

ますが、皆様の温かいサポートとコロナに負けないと

いう会員皆さまお一人お一人の強い志があったから

こそ、本日ここに無事に一年の終わりを迎えることが

出来たのだと思います。

「与えられた環境や立場が人を育てる」と申します

が、お陰様で私も一皮むけたのかと思います。育てて

頂きました経験をこれからも大和中ロータリークラブと

地域のために役立てていければと思います。充実し

た一年間誠にありがとうございました。

所属 国際ロ－タリ－第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 68クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 ホルガー・クナーク

第２７８０地区ガバナ－ 久保田 英男

第６グループガバナー補佐 辻 彰彦

１ 会員数 年 初 27名

年度末 27名

入 会 0名

退 会 2名

１ 出席率 ７７．８５％

１ ゲストビジタ－数 ４３名

１ 例会 通 常 31回

夜 間 1回

家族会 0回

取り止め 20回

１ スマイルボックス
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年間報告 野口 宏 幹事

最終例会挨拶



目標額 ７００，０００円

達成額 ７月～6月 ３９９，０００円

達成率 ５７．００％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ５，４００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～6月 ３，９４２.８６ドル

達成率 ７３．０２％

１ 米山記念奨学金

目標額 ５４０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～6月 ５４５，０００円

達成率 １００．９３％

２０２１年６月１０日現在
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冨岡 弘文 様（大和RC）
ようやく大和中クラブの皆様に第6グループのIMお

届けできます。地域のさまざまな団体と知り合い、奉
仕の輪が拡がるきっかけになればと願います。
吉岡 善一 様（大和RC）
本日は、IM報告におじゃましました。辻ガバナー補

佐のご指導の元、完成した動画をご覧ください。
辻 彰彦 ガバナー補佐
①皆様、一年間ご支援ありがとうございました。お蔭
様で第6グループガバナー補佐としてなんとか任
務を全うすることができました。

②IMのホストを受けて下さいました。大和RCの冨岡
会長、吉岡実行委員長、本当にありがとうございま
した。お蔭様で記憶に残る一年でした。

③北砂会長、野口幹事、一年間ご苦労様でした。コ
ロナ禍の大変な時によくぞクラブをけん引して下さ
いました。本当にありがとうございました。

北砂 明彦 会長、野口 宏 幹事
いよいよ最終例会となりました。最後まで気を抜か

ずに頑張ります。そして本日はIMの報告として大和ロー
タリークラブの冨岡会長、吉岡IM実行委員長に来て
頂きました。コロナ禍でどのようなIMが出来たのか楽し
みにしております。
北砂 明彦 君
本日、本年度最後の例会となります。一年間ご協

力ありがとうございました。
野口 宏 君
一年間あっという間でした。ありがとうございました。

石川 健次 君
年会費の返金をスマイルします。奉仕会計でお役

に立ててください。
阿萬 正巳 君
創業記念日のお祝いありがとうございます。冨岡

様、吉岡様、IMの報告、楽しみにしております。よろし
くお願いいたします。
髙橋 政勝 君
6月22日をもって大和市社会福祉協議会会長を

退任することになりました。長い間ロータリークラブの
皆さんにご協力とご支援を頂きました。大変ありがと
うございました。これからも大和市社協をよろしくお願
いします。
鈴木 洋子 君
次年度に少しでも役立てますように。気持ちばかり

です。

岸 幸博 君
北砂会長、野口幹事お疲れさまでした。

長野 俊八 君
①会長、幹事、コロナ禍の一年間ご苦労様でした。
②創業記念日祝って頂きありがとうございます。60
年になりました。

向井 嘉男 君
北砂会長含め、皆様、今期お疲れ様でした。来期、

会計などいろいろな事をさせて頂きますが、分からな
いことだらけで、ご迷惑おかけしますがよろしくお願い
いたします。
橋本 日吉 君
北砂会長、野口幹事、いよいよ最終例会となりま

した。一年間コロナにもめげず無事航海が終着です
ね。一年間大変お疲れ様でした。
入江 公敏 君
北砂会長、野口幹事、石川副会長、一年間ご苦

労様でした。阿萬エレクト、中村副幹事、次年度頑
張りましょう。
髙橋 清 君
北砂会長、野口幹事、新型コロナ感染症拡大の

中、無事の航海達成ご苦労様でした。一年間の難
局を乗り越えられた事に敬意を表します。この教訓
をこれからのロータリー活動に生かしてください。
中村 友彦 君
北砂会長、野口幹事、一年日間ありがとうござい

ました。
SAA 鈴木 洋子 君、小栁 智裕 君、
小野 泰弘 君
一年間ありがとうございました。皆様のご協力で本

日最終日を迎える事が出来ました事、SAA一同お
礼申し上げます。
藤田 方己 君
北砂会長様、野口幹事様一年間ご苦労様でした。

小野 泰弘 君
今日で北砂、野口年度の例会も最後ですね。会

長、幹事を始め、各会員の皆様、一年間ありがとうご
ざいました。年会費の一部返金がありましたので、わ
ずかな金額ではありますが、次年度に役立ててくださ
い。
石川 達男 君
北砂会長、野口幹事一年間素晴らしい例会を作っ

て頂きありがとうございました。お疲れ様でした。

スマイルボックス 石川 達男 委員長 本日 ￥102,000 累計 ￥５０１，０００


