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●本日の司会        （小島 弘明 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘         （石岡 孝光会長） 
 
 

●国歌・ロータリーソング 

  「それでこそロータリー」斉唱 
 

 

●会務報告         （石岡 孝光会長） 
 

 こんばんは。7 月 7 日（水）に

本年度の初例会をやりまして、翌

週の 12 日（月）に非常事態宣言が

発令されました。それから、3 ヶ

月休会となりまして会員の皆様

にはご心配とご迷惑をお掛けい

たしました。大変申し訳ございま

せん。ようやく感染者も減ってき

て、緊急事態宣言も先月末に解除されまして、例会も再開

できる運びとなりました。第 6 波が来ないようにと祈る

ばかりです。 

 例会で食事は出来るのですが、アルコールの提供は 1グ

ループ 4 人までということで、納涼会などもまだ延期し

ておりますが、もうしばらくお待ちいただければと思い

ます。これまでコロナのせいで、若杉さんも鈴木さんも本

当にクラブの運営にはご苦労なさってきたと思います。

正直に言いますと、今年度が始まる前までは、今年度は大

丈夫だろうと思っていたのですが、波乱の幕開けとなっ

てしまいました。しかし、ロータリーを止めることは出来

ません。くじら祭をはじめいくつかの奉仕活動が中止と

なってしまいましたが、もう一度仕切り直して頑張って

いきますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん

もロータリーライフを楽しみましょう。

●幹事報告         （岡野 景子幹事） 
 

8 月に熱海豪雨災害支援金、9 月

に長崎豪雨災害支援金をそれぞ

れ会員 1名あたり 500円×会員数

48 名分を地区へ送金いたしまし

た。 

 

9 月 12 日（日）ロータリー奉仕デ

ーとして活動を行いまいました。

緊急事態宣言のなかでの活動でしたので、理事の方々だ

けにお声掛けをして、多摩川河川敷の清掃を行いました。 
 

 9 月 16 日（木）多摩中グループ協議会がオンラインで

開催され、石岡会長が出席をいたしました。 

 

 ガバナー公式訪問ですが、11 月 24 日（水）の昼間に開

催することが決まりました。場所はフォレスト・イン昭和

館です。 

 

 国際大会のご案内を皆様のレターボックスに配布いた

しました。今年度はアメリカのヒューストンで 6 月 4 日

～8 日の日程となっております。 

 

 子ども用車椅子を海外に送るプロジェクトの地区補助

金の申請が無事承認をされました。金額は 44 万円です。 
 

 パラグアイから昨年度の活動について、感謝のお手紙

をいただきましたので、ご報告いたします。 

 

 今年度の少年柔道大会は、連盟より中止の連絡がまい

りました。少年野球教室につきましても、理事会にて中止

が決定いたしました。 

 
 

●新年度各委員長活動方針Ⅰ 

 

本田 征勇クラブ管理運営委員長 

 何度か経験をしておりますが、

年度年度で会長方針が違います

ので、その方針に合わせて各委員

会も活動をしていただければと

思います。今年度は、地域に根差

した活動を会長は考えていると

思いますので、それを下支えし、

手助けを出来ればと思います。 

 それから私は米山奨学生のカジョルさんのカウンセラ

ーをやっております。彼は今年で 2 年目になりますが、
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コロナのせいで例会への出席も難しく、今月はインター

ンシップに出ているため、例会へ出席できません。来月辺

りからは、また時間を調整して出席をする予定です。 

 
 

小島 弘明 SAA 

 ＜基本方針：例会をはじめ、す

べての会議が楽しく、秩序正しく

運営されるよう、つねに心配り、

気品と風紀を守り、会合がその使

命を発揮できるように設営、監督

する人。の原点を見つめ直し、会

長がやりやすい環境をつくる。＞ 

 特別今年は会長経験者の方を

半数以上入れました。世界大会にはガバナー経験者から

なるシニア SAA という方々がいて、その他の SAA に色々

教えていくという形がありまして、そのような形を今年

度は取りたいと考えました。石岡会長、岡野幹事がやりや

すい会を目指して運営していきたいと思います。 

 堅苦しい所もございますが、そこはどうかご容赦くだ

さい。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

平畑 秀東長期計画委員長 

長期計画委員会は今後の例会の

あり方について、提言をするよう

なことが仕事です。この度もコロ

ナの影響で休会が続きましたが、

この先も第 6波、第 7波が来れば、

また休会になるかもしれません。

そのような場合に、今後ロータリ

ーがどのように活動していくか

考えていきたいと思います。 

 次々年度は 35 周年となりますので、委員長を決めたり

今後の活動をする基礎を作っていきたいと思います。そ

ちらは手続きを踏みながら、随時進めていきます。皆様の

ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

曳地 義正増強委員長 

 ＜基本方針：2020-21 年度は新

型コロナウイルス感染拡大防止

のためにロータリー活動の自粛

を余儀なくされました。クラブ会

員同士が会う機会も減れば増強

どころか、退会者の増加につなが

りかねません。このような状況下

では、まずは退会者の増加の防止

を考える。会員増強に関しては情報委員会の協力を得て

SNS 等を利用して増強につなげたいと思います。＞ 

＜事業計画：①ホームページ等 SNS を活用してクラブの

認知を広める。②退会防止策を考える。③入会候補者をリ

ストアップする。＞ 

本年度も皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

成田 篤史青葉会委員長 

 青葉会はほとんど活動の実績が

ございません。私は前々年度も青

葉会の委員長をやりましたが、そ

の時は IM 委員として菅野会員と

2回くらい多摩中の会合に参加し

ただけでした。3 年未満の会員が

所属する会なので、先輩方のお話

を聞く勉強会のような活動をす

るものだと考えています。青葉会の上に情報委員会があ

りますので、分からないことは、渡邉委員長に聞きながら

やっていこうと思っております。 

 
 

菅野 晋央広報・会報・IT委員長 

 昨年に引き続きまして、委員長

を仰せつかりました菅野でござ

います。1 年間どうぞよろしくお

願いいたします。 

 活動に関しましては、自己満足

ではなく増強につなげられるよ

う、情報委員会と協力しながら皆

様に伝わるようにやっていけれ

ばと考えております。 

 
 

指田 裕士親睦委員長 

 昨年度はコロナの影響でクリス

マス例会が開催できなかったの

で、今年度は、開催を前提として

炉辺会議を開いて準備を進めた

いと思います。それから親睦旅行

につきましても、是非とも実施し

たいと考えておりますので、皆様

にご協力をいただきながら、計画

していきたいと思います。コロナ禍ではありますが、やは

り親睦なくしてロータリー活動はないということで、充

実した年度になるよう頑張って親睦委員長を務めさせて

いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

佐伯 勉出席委員長 

＜基本方針：会員が親睦を深め、

率先して楽しく出席出来るクラ

ブを目指して、出席率向上に努め

る。＞ 

＜事業計画：①例会での出席率の

発表。②毎年同様 FAX を送り、出

席率の集計を迅速化する。③プロ

グラム委員会と連携して、例会内

容を考案する。＞ 

 出席率の向上は皆様のご協力が無ければ達成できませ

ん。しかし、仕事の都合などで欠席になってしまうことも

あるかと思います。出来る限りで構いませんので、出席を

して皆さんと会話をして、親睦を深め勉強をしていただ

ければと思います。 

  



岡野 和弘プログラム委員長 

＜基本方針：会員の興味が掻き立

てられる企画を提供しつつ、増強

にもつながるプログラムを目指

す。＞ 

増強を意識しておりまして、具体

的には今月の卓話で柴田前委員

長から引き継いで、AIJ と JC の理

事長さんをお招きしております。

これを通じて入会者が出るかもしれませんので、長期的

には増強にも繋がると考えております。今年度は、コロナ

の影響で活動が制限されるなか、振替休会が出てくるケ

ースもあるかと思います。卓話をするに相応しいという

方がいらっしゃいましたら、是非、ご紹介いただければと

思います。それから、月間テーマも踏まえつつプログラム

を組んでいきたいと思います。 

どうぞ 1 年間、よろしくお願いいたします。 

 
 

●ニコニコ BOX    （指田 裕士親睦委員長） 

 
 
 
 

◎◎久田寿男会員 

久しぶりの再会！！ありがとう

ございます。コロナ早く終息して

欲しいです。 

 

◎石岡会長 

皆様お久しぶりです。例会再会です。宜しくお願いします。

各委員長様、活動方針宜しくお願いします。 

 

◎下田安治会員 皆様が元気で、ニコニコです。 

 

◎内藤会員 今年、いよいよ頑張ってください。 

 

◎平畑会員 

母、易子が 6 月 6 日数 100 歳で天国に旅立ち、49 日法要

を終える事が出来ました。皆様の生前のご厚誼感謝して。 
 

○岡野幹事 

会員の皆様にお会いでき、とても嬉しいです。これからも

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤会員 コロナに負けず、頑張りましょう。 

 

○岡野和弘会員 例会再開を祝して 

 

○小島会員 久しぶりの例会ですね！！ 

 

○小山会員 しばらくぶりです。ニコニコします。 
 

○佐伯会員 皆さんお久しぶりです。 

 

○指田会員 例会の再会を祝して！ 

 

○重森会員 

お久しぶりです。またよろしくお願いいたします。 

 

○寺木会員 

やっと緊急事態宣言が明けました。皆様よろしくお願い

いたします。 

 

○中村会員 

久しぶりの再会を祝して。楽しみにしておりました。 

 

・菅野会員 久しぶりの再会を祝して。 

 

・佐藤会員 お久しぶりです。 

 

・鈴木栄会員 例会の再開を祝しまして 

 

・成田会員 

みなさまお久しぶりです。ニコニコします。 

 

・曳地会員  例会の再開を祝って。 

 

8 月結婚記念 

佐々木会員・椎名会員・曳地会員 

 

9 月結婚記念 

荒川会員・岡野景子会員・田畑会員 

 

10 月結婚記念 

岩本会員・内藤会員・成田会員・渡邉会員 

 

10 月誕生記念 

伊藤会員・小島会員・小山会員・若杉会員 

 
 

●出席報告       （佐伯 勉出席委員長） 
 
 
 

会員数  48 名 

 

出席義務会員  47 名 

 

本日の出席  35 名 

 
 
 

●委員会報告 
 

内藤 征一副会長 

 明日、多摩中グループの親睦ゴ

ルフ大会が開催されます。今藤ガ

バナー補佐がホストとなります

ので、全員で協力しようというこ

とで、ゴルフ部のメンバーで 1 ヶ

月くらい前から打ち合わせをし

てきました。当日は受付から終わ

りまで皆で協力しようとメンバ

ーを決定いたしました。何とか無事に終わらせたいと思

っております。 

 

鈴木 洽六社会奉仕委員長 

 世界ロータリー奉仕デー（9 月

12 日）という取り組みが、今年度

から始まります。コロナ禍でした

ので、当クラブでは理事の方で出

席可能な方にお願いしまして、総

勢 10 名の皆様に参加していただ

きました。内容は海、川を綺麗に

しようということで、当日横断幕

を西野会員に書いていただき、皆さんにゴミを拾いをし

ていただきました。 



 

岩本 勝宏青少年委員長 

 11 月に予定しておりました柔

道大会ですが、関係者の方からご

連絡いただきまして、柔道は子供

同士が組み合ってやるスポーツ

なので、密になってしまうため、

中止になるそうです。それから 12

月 19 日（日）に野球教室を開催予

定でしたが、諸々の事情により中

止とされていただきます。

 

●次週例会予定 （岡野 和弘プログラム委員長） 
 

 

10 月 13 日（水）  

    新年度活動方針Ⅱ 

 
 
 
 
 

 

●閉会点鐘         （石岡 孝光会長）

 

 

   

   

 


