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日  時：令和２年 6 月 24 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             小澤崇文委員長 

開会点鐘                  遠藤常臣会長 

お客様の紹介                遠藤常臣会長 

松田 周平様 国立市社会福祉協議会常務理事･事務局長 

＊プロジェクト協力に対する謝意と計画の概要の説明 

 本日は貴重なお時間を頂戴しまし

て誠にありがとうございます。国立

市社会福祉協議会で常務理事をして

おります松田と申します。日頃より

本会の施策事業にはご理解ご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。 

 この度は、国立市社会福祉協議会へ多大なご寄付を

賜り、誠にありがとうございました。今回のコロナウ

イルスの蔓延により、私たちの生活はまさに一変しま

した。特にご承知のとおり、今回対象と致しました、

ひとり親世帯や子供を取り巻く生活状況については、

雇用情勢や収入減少や休校中の食費をはじめとする生

活費の増加により、かつてない程に大変厳しいものに

なっております。そのようなご時世において、東京国

立ロータリークラブ様のご厚意によって多大なご寄付 

は、金額ももちろんですが、皆様の地域への思いとい 

う意味においても、大変重く受け止めている次第で 

す。是非大切にご寄付を使わせていただきます。 

 このご寄付を受けまして、市内のひとり親世帯を対 

 

象とした食の支援事業を検討しております。これは

元々、商店街からお話をいただいたもので、商店様か

ら生活にお困りの市民の力になりたいという内容で検

討を進めてきたものになります。 

具体的には検討中でございますが、ひとり親世帯に

対して市内飲食店で使える食のチケットを配布し、資

金はいただきましたご寄付と、社協の基金、国立市の

補助金を原資としています。一人につき 5 千円をお

配りする予定です。 

特に夏休み期間中の子供の食の支援、またひとり親

世帯の食事負担を減らすことが目的となりますが、商

店街の皆様が日常的に子供たちと声を掛け合う町にな

るようにと考えているところです。 

詳細は、今後まごころや市報等で市民の皆様へは周

知して参るとともに、事業の進捗や成果等につきまし

たは、まとまり次第ロータリークラブ様にも改めてご

報告させていただく予定でございます。 

 コロナが終息するにもまだしばらく時間が掛かると

思いますが、引き続き本会としてできることは全力で

取り組む所存でございますので、今後とも末永くご支

援、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。本日

は、誠にありがとうございました。 

会長報告              遠藤常臣会長 

●本日はありません 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

●2021 年台湾国際大会の登録が始まっています。６月

26 日までの登録が最も安くなっています。予定されて
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いる方は詳細を事務局にお問い合わせください。  

●メールボックスは新年度用に移動しますので、きょ

うは空にしてお帰り下さい。 

委員長報告 本日はありません 

出席 100％会員の紹介   遠藤直孝出席奨励委員長 

時田千弘会員・吉野利春会員・小川誠会員・杉田和男

会員・内山健治会員・村上隆秀会員・岡本正伸会員・

小澤谷守会員・山崎義晴会員・遠藤常臣会長・青木健

会員・寺澤武会員・本間康彦会員・木島常明会員・喜

連紘子幹事・佐伯和美会員・小澤崇文会員・遠藤直孝

会員・北島正典会員・岡田みどり会員・秋山治一会

員・伊藤明会員・長嶋孝子会員・関俊之会員・北島清

高会員・本多鋼治会員・三田幸子会員・遠藤久会員・

矢澤和成会員・山岡眞茂会員・二階堂由佳会員・小沢

国寛会員・井田満会員・小松正典会員 以上 34 名 

会長退任のご挨拶          遠藤常臣会長 

年度当初は、東京国立ロータリ

ークラブ 50 周年記念式典を終え

て、多少気楽な気持ちでスタート

しました。まずは、｢高尾山登山で

の納涼例会｣、11 月には市民祭で

の｢パレード及びゆずジュースの

サービス｣、年末にはパレスホテル

での｢年忘れ家族例会｣、そして正月には｢塞の神どんど

焼き｣と順調にクラブ活動ができ、2 月には国立市立第

三中学校での｢青少年交換留学生との交流会｣が開催さ

れました。 

その頃から武漢での新型コロナウイルスの感染騒ぎ、

そしてダイヤモンドプリンセス号での感染対応騒ぎと、

ここまでは他人事の様に感じていました。が、2 月 24

日の地区大会においては、その対応が危ぶまれる程に

危険視される様になりました。3 月に入ってからは、

例会は 4 月に一度、6 月に一度、そして今日の最終例

会の運びとなりました。残念だったのは親睦旅行での

｢上高地帝国ホテル宿泊の旅｣の取りやめでした。 

ただ最後に、先程の松田様からお話がありましたよ

うに、皆さんの協力を得まして｢ひとり親家庭への食事

券プレゼントの 100 万円寄付｣が実行できた事は、ロ

ータリーとして、その存在意義を示す事ができたと確

信しております。 

会長として多少心残りの一年間ではありましたが、

後に山崎次年度会長が控えておられますので、今日の

例会を持ちまして退任致したいと思います。 

会員の皆さん、至らないところが多々あったとは重

いますが、一年間御協力有難うございました。特に幹

事の喜連さん、事務局の間島さんには心より御礼申し

上げます。皆様、一年間有難うございました。 

幹事退任のご挨拶          喜連紘子幹事 

昨年の 7 月、皆様から会長と幹事

は精神的に夫婦のようなものだか

ら頑張れよと言われて、良妻となる

よう頑張ろう・努力しようという思

いでスタートしたのですが、コロナ

のお陰で半年後に別居状態で最後

まで全う出来なかったことが心残りです。ただ、貴重

な経験をすることができ、思い出に残る年だったと思

っています。即断即決の精神で物事をどんどん進めて

いく遠藤会長に、ただただ付いていけば済んだという

感じです。また、皆様の温かいご支援をいただき、何

とか乗り切りました。心より感謝申し上げます。 

ガバナー補佐退任のご挨拶   

田中靖ガバナー補佐より（会長代読） 

拝啓 すがすがしい初夏の季節となりました。皆様い

かがお過ごしでしょうか。 

さて、一年間にわたり大変お世話になりましたこ

と、心より御礼申し上げます。この 6 月をもってガ

バナー補佐の任期を無事に終えることができますの

も、皆様からの温かいご協力をいただけたからこそと

実感しております 。 

新型コロナウイルスにより、下半期は、各クラブは

もとより、グループとしても思うような活動が出来

ず、残念なことが多く残ってしまいました。私にとっ

ては特に、IMを開催できなかったことが大きく心に

残ります。IMを通じて、各クラブの奉仕活動の情報

を共有し、ロータリーでつながった多摩中グループの

素晴らしさを、皆様と共有したいと思っておりまし

た。ですから、IM を開催出来なかったことは、本当

に残念でなりません。もっとも、IM で配布する予定 

でしたパンフレットは、現在も作業を進めており、年

度内には完成させる予定です。せめて、このパンフレ

ットを皆様にお届けすることで、情報共有という、

IM の目的の一つは達成できると考えています。 

この一年を通して、各クラブの会長、幹事や IM 

実行委員会のメンバーと一緒に協力し合った時間は、

私にとって素晴らしい経験でした。そして、多くの奉

仕活動に触れられた日々は、ロータリーの素晴らしさ

を実感できたひと時でもありました。私は、この経験

を糧にして、これからも多摩中グループの一ロータリ

アンとして、皆様と共に奉仕活動に励んでいきたいと

思っております。今、この困難な時にこそ、ロータリ
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ーの力が必要とされています。私たちが築いてきた

「つながり」を大切に、これからも奉仕活動に励んで

いきましょう。ロータリー活動を継続していきましょ

う。最後に、本来ならば例会に出席させていただき、 

直接、感謝の気持を伝えなくてはならないところ、 

諸般の事情によりこの文章に代えさせていただきまし

た。この点、ご容赦いただきたくお願い致します。皆

様方のご健勝と、貴クラブのますますのご発展を祈念

致します 。一年間本当にありがとうございました。 

会長・幹事より次年度の会長・幹事へバッヂの交換           

■退会のご挨拶           岡本貞雄会員 

私は、昨年一昨年で 4 回入院し、そ

の内の 2 回で全身麻酔の手術を受けま

した。体力の衰えは如何ともしがたく、

その上にコロナショックで 2 ヶ月 10

日仕事も休み、将来に対する不安がや

がて精神的に不安を感じるようになりました。皆様に

ご面倒をお掛けする前に退会を考えていました。元よ

りロータリーが大好きで活動に邁進した思いがあり、

決意をした以上ちょっと一休みさせて下さい。どうか

店に元気な顔を見せて下さい。伝統あるクラブの発展

を極めてください。これを退会の挨拶といたします。 

■退会のご挨拶    長嶋孝子会員 

 ご活躍されている皆様方の中で、大変

お世話になりました。ありがとうござい

ました。 

ニコニコＢＯＸ          本多親睦活動委員長 

●遠藤常臣会長 今年度一年間色々ありましたが、最

終例会にたどり着くことができました。一年間ご協力

有難うございました。明日からはトーモロコシを販売

致します。 

●喜連紘子幹事 皆様から温かいご支援・ご協力をい

ただき今日の日を迎えることができました。ありがと

うございました。 

●時田会員 会長幹事役員の皆様、一年間ご苦労様で

した。後半のコロナ対策に苦慮されたと思います。長

嶋さんの退会非常に残念です。近日中の再入会を心よ

りお待ちしております。 

●吉野会員・木島会員 遠藤会長・喜連幹事の年度も

最終例会になってしまいましたね。新型コロナに煩わ

され不規則な時期に、何とも不完全燃焼のことだった

ろうと推察致します。ご苦労さまた。 

●杉田会員・秋山会員・北島清高会員 遠藤会長・喜

連幹事、一年間お疲れ様でした。大変お世話になりま

した。山崎新会長・遠藤久新幹事よろしくお願いしま

す。岡本会員・長嶋会員お疲れ様でした!!さびしーい!! 

●岡本貞雄 遠藤・喜連丸の無事の帰港を祝します。

私は今日退会するに当り、24 年間にわたるロータリー

の友情に感謝いたします。 

●岡本正伸会員 遠藤会長・喜連幹事、1 年間お疲れ

様でしたが、会員全全員がコロナに感染することなく

寄港できたのも、会長・幹事の適切なクラブ運営のた

まもの(？)と思います。多分、心残りでしょうから、い

ずれ再登板を期待してます。 

●小澤谷守会員 遠藤常臣会長・喜連紘子幹事、後半

はコロナ対策に苦慮された事と思いますが…、一年間

ご苦労様でした。 

●山崎会員 遠藤会長・喜連幹事、1 年間お疲れ様で

した。明日からは健康に留意して体を休めて下さい。 

●青木会員・本間会員・近藤会員・岡田会員 遠藤会

長・喜連幹事、1 年間ご苦労様でした。 

●寺澤会員 遠藤・喜連丸の無事の帰港おめでとうご

ざいます。後半は物足りなさがあると思いますが、良

しと致しましょう。 

●小澤崇文会員 一年間、例会進行に御協力いただき、

有難うございました。 

●喜連元昭会員 遠藤会長・喜連幹事、各委員の皆様、

未体験の環境の中でも舵取り大変ご苦労様でした。 

●伊藤明会員・山岡会員 遠藤会長・喜連幹事、1 年

間お疲れ様でした。 

●長嶋会員 退会にあたり、皆様には大変お世話にな

りました事、感謝申し上げます。どうぞお元気でご活

躍下さい。ありがとうございました。 

●遠藤久会員 遠藤会長・喜連幹事、一年間ありがと

うございました。これからもご指導よろしくお願いい

たします。 

●二階堂会員 本日 2 月の誕生祝をいただきました。

大人へのステップ 50 代まで、ラスト 1 年、健康に気

を付けて頑張ります。ありがとうございました。 

●親睦活動委員会(本多会員・北島正典会員・井田会員・

三田会員) 遠藤会長・喜連幹事、お疲れ様でした。又、

一年間親睦活動にご協力いただき感謝いたします。 

＊ニコニコ BOX合計 61,000 円 累計 1,632,000 円 

出席報告          遠藤直孝出席奨励委員長 

  ６月２４日 在籍５１名中 出席３８名    

閉会点鐘                遠藤常臣会長 
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