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●本日の司会        （若杉 司副 SAA） 
 

 
 

●開会点鐘          （鈴木 栄会長） 
 

 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

 

 

●会務報告          （鈴木 栄会長） 
 

皆様こんばんは。3 回目の緊急事

態宣言が 4月末に発令されまして、

またまた 2 ヶ月間、休会となって

しまいました。今年に入り、地区

大会 Zoom 参加を含めまして、本

日でやっと 5回目ということにな

ります。気がつけば、本日と次週

の例会で 2020-2021年度が終了す

ることとなってしまいました。本当にこの新型コロナウ

イルスには困り果てました。そのような中、4 月に下田会

員より 2009年に続き 2回目のべネファクター（恒久基金）

の寄付をいただきました。大変ありがとうございました。 

 今週の月曜日に、今年度最後の地区会長幹事会に出席

してまいりまして、感謝状をいただきました。皆様、ご協

力ありがとうございました。 

 

 

●幹事報告         （田畑 勝久幹事） 
 

 皆様、大変ご無沙汰しておりま

す。緊急事態宣言のため、例会が

開けず大変申し訳ございません

でした。 

 6 月 21 日（月）「クラブ会長幹

事会」へ、鈴木会長と私で出席し

てまいりました。 

 6 月 30 日（水）の最終例会は立

川の中華料理店で開催いたします。詳細につきましては、

明日皆様に FAX いたしますので、多数のご出席をよろし

くお願いいたします。 

 

 

●卓話「各委員長報告」 

 

 

須田 宏樹社会奉仕・環境保全委員長 
 今年度はくじら祭も中止とな

り、諸々の活動が全く出来ないと

いう状態でした。地区の方で話を

聞いても、ほとんど何も出来なか

ったようです。早くコロナが収束

することを願っております。 

 
 

 
 

佐々木 稔郎青少年委員長 

 青少年委員会は野球教室がメ

インでしたが、直前に中止となり

まして、子供達には残念な思いを

させてしまいました。ロータリー

杯につきましては、無事開催する

ことが出来ました。 

 子ども食堂につきましては、コ

ロナで集まることが出来ないの

で、9 月、クリスマス、春休みの 3 回、配達とテイクアウ

トを中心に活動を行いました。それから、児童養護施設へ

お正月のプレゼントということで、50 名にお菓子を配り

ました。子供達に非常に喜んでもらえました。 

  

2021 年（令和 3 年）6月 23日（水） 

第 1512回例会報告 

 



 

中澤 紀之職業奉仕委員長 
 委員長を仰せつかってすぐに、

前昭島警察署長にお願いして、剣

道を皆さんで見学できるように

計画していたのですが、コロナの

ため実現は出来ませんでした。 

 職業奉仕について勉強をして

みると、わざわざやることではな

く、皆個人で商売をやっていて、

それこそが奉仕だという意見と、それを皆で共有しよう

という二つの流れがあるようです。当クラブは、そういう

意見がありながらも皆で協力して 1 つのことに向かえる

団体で素晴らしいと感じました。 

 

 
 

鈴木 洽六国際奉仕委員長 

 国際奉仕委員会は、例年通り、

子ども用車椅子をミャンマーに

贈呈しました。会長幹事をはじめ、

志賀副委員長、多くの会員の皆様

にご協力いただき、出荷準備や全

ての点検等をして、無事に送るこ

とが出来ました。次年度はパラグ

アイへ贈呈の予定と聞いており

ます。コンテナ代金が高騰しており大変だと思いますが、

次年度宇田川委員長にバトンタッチをしたいと思います。 

 

 
 

中野 勝夫増強委員長 

 今年度の始めに、私の方針をお

話した時に、コロナの影響もあり

ますので、今年度は増強という種

を撒く時期ではないかと言いま

した。そのような中でも、今期の

早々に星野初代会長より、2 名の

方を紹介していただきまして、寺

木さんに入会をしていただきま

した。ありがとうございました。その他にも、内藤パスト

会長、佐々木パスト会長、平畑パスト会長にもご紹介して

いただきました。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 
 

岡野 和弘情報委員長 
 今年度は、青葉会委員長の内藤

会員を講師としてお招きして、青

葉会の皆さんと、ロータリーにつ

いての勉強会を企画しまして、

「今日からロータリアン」という

教材を購入しました。しかし、緊

急事態宣言により実現できずに

きてしまいました。この教材は 10

冊くらいありますので、興味のある方は、ご覧になってく

ださい。 

 次年度は勉強会が実現できれば良いと思います。 

 

菅野 晋央広報・会報・IT 委員長 
 今年度は増強委員会と協力し

て、クラブ広報用のパンフレット

を作成いたしました。次年度も同

委員長を拝命いたしましたので、

次年度はホームページを若干リ

ニューアルいたしまして、会員だ

けでなくその他の方々が見ても

活動内容が分かるようなホーム

ページを作成したいと思っております。 

 

 
 

成田 篤史親睦委員長 
 年度の始まりに立川で炉辺会

議を開催しました。その時は多く

の委員にご参加いただき、非常に

盛り上がったことを思い出しま

す。結局、親睦旅行もクリスマス

も出来なくなりました。親睦旅行

については皆様にアンケートを

取りまして、貴重な意見をいただ

きありがとうございました。色々な行事が中止となり、大

変残念に思います。次年度は自分なりに協力していきた

いと考えております。 

 

 

 

柴田 智幸プログラム委員長 
 委員長を仰せつかった時に、皆

様が楽しめる、興味が持てるよう

な例会を作っていきたいと思い

ましたので、銀座のママやクリケ

ットの選手など、華やかな方をお

招きしました。しかし、緊急事態

宣言で中止になってしまった例

会も半分くらいありましたので、

それは残念でした。 

 一方で今後の増強に繋がるであろう JC や AIJ の理事長

さんを卓話にお招きできたことは、大変良かったと思い

ます。 

 
 

 

渡邉 信義奉仕プロジェクト委員長 
 コロナの影響で、ロータリー活

動そのものが中途半端に終わっ

たと思いますが、皆様の気持ちは

ロータリアンとしてしっかりし

たものを持っていれば、コロナが

収束した後にまた素晴らしい活

動が出来ると思います。奉仕委員

会は 4 つあるわけですが、計画し

ていたもので実現出来たのは 3 割くらいでしょうか。各

委員長は本当に残念だったろうと思いながら話を聞いて

おりました。この難しい状況の中で、皆様の協力を得なが

ら、活動が出来たのではないかと思います。 

  



佐藤 義弘 SAA 
SAAは皆様ご承知の通り、例会前

に名札を並べたり、スムーズに例

会が進むように準備をします。

SAA がいなければ、例会は定刻に

始まりませんし、定刻に終わりま

せん。SAA は責任感を持っており

ますので、出席率が非常に良いで

す。司会進行につきましては、1 人

当たり 5 回あるのですが、今年度は 3 回くらいでした。 

1 年間ご協力ありがとうございました。 

 

 
 

 

●ニコニコ BOX発表  （成田 篤史親睦委員長） 
 

◎鈴木会長 

各委員長報告宜しくお願いたします。 

 

◎浅見会員 

例会の再開を祝して 後任の太田をよろしくお願い致し

ます。 

 

◎伊藤会員 

みなさん、お久しぶりです。 

 

◎下田安治会員 

本年度はコロナ禍で大変でした。 

皆様の笑顔でニコニコです。 

 

◎内藤会員 

会長、幹事、あと 2 回になってしまいましたね。 

ご苦労様でした。 

 

○田畑幹事 

皆様、御ぶさたしてます。緊急事態宣言のため、例会を出

来なくて、大変申し訳ございませんでした。 

 

○石岡会員 

各委員長様、委員長報告よろしくお願いします。 

 

○岩本会員 

皆様、お久しぶりです。 

 

○菅野会員 

久しぶりのロータリー再開を祝して。 

 

○指田会員 

例会の再開を祝して。 

 

○志賀会員 

久しぶりの例会、とても楽しみにしておりました。 

 

○中村会員 

久しぶりの例会を祝して。 

 

・宇田川会員 

久々の例会なので楽しみにしておりました。 

 

・若杉会員 

皆様、お久しぶりです。来週最終例会盛り上げましょう。 

 

 

●出席報告       （岡野 和弘出席委員） 
 

 

会員数 49 名 

 

出席義務会員 48 名 

 

本日の出席 37 名 

 

 

 
 

●委員会報告 
 

岡野 景子副幹事 

本日の例会終了後、第 1 回被選

理事会を開催いたしますので、次

年度理事の方はご出席をお願い

いたします。 

 

 
 

 

 
 

内藤 征一ゴルフ部部長 

明日と明後日の日程で、軽井沢

へゴルフ部会で協議会兼親睦会

を行います。天気が心配ですが、

楽しみに行ってまいります。 

 
 

 

 
 

 

●次週例会予定 （柴田 智幸プログラム委員長） 
 

6 月 30 日（水）18：00 

最終例会（立川ドランクドラゴンにて） 

 

 

●閉会点鐘          （鈴木 栄会長）

 


