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理事役員退任就任奉告祭   
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日  時：令和２年 7 月 1 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ              時田副委員長 

開会点鐘                    山崎会長 

斉  唱：なし・音楽のみ例会前に流しました 

会長就任挨拶              山崎会長 

このたび、2020-21 年度の伝統

ある東京国立ロータリークラブの

第 52 代会長を務めさせていただ

きますと同時に責任の重さに身の

引き締まる思いです。クラブの発

展のために、会員の皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。幹

事には遠藤久会員にお願いいたしました。会長のフォ

ローをしていただきながら、スムーズなクラブ運営を

行いたいと思っています。  

さて、当年度のホルガ―・クナークＲＩ会長のテー

マ「ロータリーは機会の扉を開く」ですが、行動を取

ることの重要性、時代の変化に合わせるようにと解釈

します。 

また、ＲＩ第 2750 地区の福原有一ガバナーは「バ

リアフリー・マインド」というテーマです。相手と同

じ視線に立って行動するということです。２つのテー

マに合わせて、いくつかの扉が開けられたと思ってい

ます。 

 本年度、クラブのテーマを「えがおでロータリー」

といたしました。新型ウイルスの影響のため、理事

会・委員会などの会合が出来ず準備不足です。暗いニ

ュースばかりの中、せめてロータリーの例会は「えが

お」で行いたいと思っています。今年度は記憶に残る

年になると思います。まずコロナウイルスで世界が混

乱している状態、東京オリンピック・パラリンピック

の延期、日本のロータリーが 100 周年、最後に私が

会長になったことです。 

 そんな中、会員の皆様には、五大奉仕を柱として、

継続事業・新規事業の検討、そして各委員会への参加

をお願いいたします。会長として、クラブの発展に努

力致しますので、会員の皆様のお力添えとご協力を、

重ねてお願いいたします。 

幹事就任挨拶       遠藤久幹事 

今年度より幹事を仰せつかりました

遠藤久です。よろしくお願いいたしま

す。ついにこの日が来てしまいまし

た。最初に山崎会長から声を掛けていただいた時は大

変驚きました。こんな自分で務まるだろうか。クラブ

の皆さんにご迷惑にならないか、とても悩みました。

でも山崎会長には自分が若い頃から大変お世話になっ

ている方なので、お断りする事もできず、お引き受け

する事にしました。 

コロナ騒動もなかなか収まらない中ですが、クラブ

運営もスムーズにいかないと思います。そんな今だか

らこそ何か新しい事が出来るんじゃないかと思ってい

ます。会長の掲げたクラブテーマの｢えがおでロータ

リー｣は、クラブだけでなく、私達が山崎会長を中心

にワンチームとなって、一般市民の方にも笑顔になっ

ていただけるような事ができたら最高かなって思いま

す。私も微力ながら幹事として最善を尽くしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

前年度会長幹事へ感謝状と記念品の贈呈 山崎会長 

 

 

 

 

 

 

 

＊遠藤常臣殿 あなたは 2019－20 年度、東京国立ロ

ータリークラブの会長として、国際ロータリー マー

ク・ダニエル・マローニー会長のテーマ「ロータリー

は世界をつなぐ」のもとに、クラブ内にあっては

「Enjoy rotary,Enjoy to serve」をスローガンに掲

げ、会長としてのリーダーシップを発揮し、奉仕活

動・クラブ運営を推進されました ここにその功績を

讃え、記念品を添えて感謝の意を表します 

＊喜連紘子殿 あなたは 2019－20 年度、東京国立ロ

ータリークラブの幹事として、遠藤常臣会長の掲げら

れた「Enjoy rotary,Enjoy to serve」のテーマを推進

するため会長を補佐し、円滑なクラブ運営の原動力と

なりました ここにその功績を讃え、記念品を添えて

感謝の意を表します 

会長報告                山崎会長 

●本日 11 時 10 分より谷保天満宮において新旧理事･

役員・地区委員の就任退任奉告祭を執り行いました。 

また、10 時 30 分より今年度第４回理事会を行いまし

た。承認事項につきましては、次の例会のクラブフ

ォーラムにて報告いたします。 

幹事報告                  遠藤久幹事 

●地区第 1 回クラブ会長・幹事会 ７月７日は中止と

第 2447 回例会報告 

回例会報告 
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なりました。その他地区会議は９月まで延期予定です 

●7 月のロータリーレートは１ドル 107 円です 

●今年度の上半期年会費等のお振込の案内をメールボ

ックスに配布いたしました、７月末までのお振込をお

願いいたします。 

●今後の例会予定 

 ７月１５日 短縮例会 クラブフォーラム 

 ８月 ５日 短縮例会 クラブフォーラム 

 ８月２６日 短縮例会 クラブフォーラム 

●地区役職委嘱状 

＊公共イメージ委員会 委員・千葉伸也会員 

（本日はお休みされましたので後日お渡ししました） 

＊インターンシップ委員会 

   委員・北島清高会員 

 

委員長報告  

●喜連紘子 SAA 委員長 7 月・8 月のお食事の持ち帰

りは気候の事を考慮しまして、葉月さんのお食事券を

配布する事と致しました。7 月分の 5 千円分のチケッ

トをお帰りにお持ちください。できればお店に電話を

してからいらしてください。期限はありません。 

●会員記念日紹介       山岡親睦活動委員長 

７月のお祝い           

会員誕生月 

遠藤直孝会員（3 日） 

喜連元昭会員（2 日） 

伊藤 明会員（2 日） 

津戸弘樹会員（7 日） 

磯  昇会員（2 日） 

夫人誕生月        

津戸最会員夫人・敏子様 

岡本正伸会長夫人・芳江様 

小澤谷守会員夫人・あゆ子様 

伊藤明会員夫人・久美子様 

遠藤久会員夫人・恵美子様 

磯 昇会員夫人・芙美代様 

ニコニコＢＯＸ           川向親睦活動委員 

●山崎会長 2020-21 いよいよ今日からはじります。1

年間えがおで例会が出来るように、がんばります。1 年

間よろしくお願いいたします。 

●遠藤久幹事 いよいよ新年度がスタートしました。

不安と緊張で一杯ですが、山崎会長となら楽しくやっ

ていけそうなのでガンバリマス！又、妻の誕生祝いあ

りがとうございます。 

●小澤孝造会員・小澤崇文会員 山崎・遠藤丸の船出、

お祝い申し上げます。クラブを発展させ、楽しい例会 

7 月誕生月の喜連元昭会員・津戸弘樹会員・ 

伊藤明会員・磯昇会員 

をお願いします。 

●五十嵐会員 突如と困難な時代に遭遇しロータリー

運営を努められ大変ご苦労様でした。遠藤会長・喜連

紘子幹事、役員の皆様に感謝を申しあげます。新たに

山崎会長・遠藤幹事には異常な時代の中、宜しくお願

いいたします。 

●吉野会員・近藤会員 山崎・遠藤丸の出航を祝し 

●小川会員・喜連元昭会員・秋山会員 新年度、山崎・

遠藤久丸の出港お目出とうございます。強風に負けず

無事の帰港お祈りいたします。 

●村上会員 山崎・遠藤丸の船出を祝してニコニコし

ます。コロナに敗けず元気で明るい国立 RC の例会を

1 年間お願い致します。 

●岡本正伸会員 山崎義晴会長、遠藤久幹事の船出と、

コロナウイルスに負けずに、1 年間｢えがお｣で過ごせ

るクラブであることを願ってニコニコします。また、

今月は妻の誕生月、お祝いを頂き有難う御座いました。 

●秋廣会員・関俊之会員 山崎会長・遠藤久幹事、一

年間お世話になりますが宜しくお願いします。 

●小澤谷守会員  山崎会長・遠藤久幹事、いよいよで

すね！こんな時期だかあらこそ｢楽しいクラブ運営｣宜

しくお願いします。共にガンバリましょう！妻への誕

生プレゼントありがとうございます。 

●遠藤常臣会員 山崎会長・遠藤幹事の出航心より御

祝い申し上げます。前年度会長として波止場より慎ん

でお見送り申し上げます。 

●寺澤会員 山崎会長・遠藤幹事の出航おめでとうご

ざいます。荒波を乗り越えて無事に帰港して下さい。 

●本間会員 山崎会長・遠藤幹事、1 年間よろしくお

願いします。 

●木島会員 山崎会長・遠藤久幹事号の無事の出航お

めでとうございます。コロナ騒動で何かと難しいかじ

取りを求められる時期にご苦労されることと思います。

頑張って下さい。 

●北島清高会員 山崎会長・遠藤幹事、本年度は宜し

くお願いします。えがおでロータリー!!ガンバリまし

ょう!! 

●川向会員 えがおでコロナをふっとばして下さい。 
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●矢澤会員・山岡会員 山崎会長・遠藤久幹事、大事

な年ですが頑張って下さい。 

●磯会員 誕生日の御祝いありがとうございました。

益々元気で仕事に専念、ロータリークラブへ奉仕致し

ます。 

●クラブ会報委員会(本多会員・木島会員) 山崎会長・

遠藤幹事、おめでとうございます。いたらないクラブ

会報委員会ですが、ご指導下さい。 

●出席奨励委員会(二階堂会員・三田会員) 異例の中

でスタートする新年度ですが、状況に合わせた対応が

できるよう努めたいと思います。一年間どうぞよろし

くお願い致します。 

 

ご 挨 拶 

東京国立ロータリークラブ会員 の皆様 

 多摩中グループ 2020-21 年度 

 ガバナー補佐 尾内 昭夫 

 グループ幹事 織原 寛一郎 

    （東京立川ロータリークラブ） 

 東京国立ロータリークラブ会員の皆様には、日頃よ

り多摩中グループの活動の活動に格別のご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

本来なら貴クラブの例会におじゃましてご挨拶を申

し上げるべきところ、新型コロナウィルス感染症の影

響により例会への出席もはばかられますので、メール

によりご挨拶申し上げる事をご容赦下さい。 

 前年度の遠藤会長、喜連幹事におかれましては大変

お疲れさまでした。ロータリーが未だ経験したことの

無い新型コロナの影響で例会等のクラブ運営もさぞや

ご苦労されたことと拝察いたします。今年度の山崎会

長、遠藤幹事におかれましてもまだまだ新型コロナの

影響がある中での新年度のスタートですが、何卒頑張

って下さいますようお願い申し上げます。 

 第２７５０地区や多摩中グループ協議会としても、

諸会議の中止や日程変更により大分スタートが遅れて

しまいました。ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）

もＤＶＤによる通信教育方式となってしまって先日や

っと修了証を山崎会長にお渡しすることが出来ました。

地区研修協議会も本来なら会長幹事、各委員会の委員

長等にご参加いただいてのはずがソーシャル・ディス

タンスを取るため、会長のみ出席の研修会として行わ

れました。多摩中グループ協議会としても諸々の決定

事項が遅れておりますが、今後挽回するべく奮闘いた

しますので引き続きのご協力を何卒よろしくお願い申

し上げます。 

 昨今のＲＩ規定審議会の決定により、各クラブの独 

自性が重視されるようになって来ました。各クラブが 

クラブ細則で例会や出席、会費等々、独自に運営が出 

●社会奉仕委員会(伊藤会員・杉田会員・青木会員・北 

島正典会員) 山崎会長・遠藤久幹事一年間宜しくお願

いします。会員の皆様コロナに負けぬようご自愛下さ

い。 

●SAA 委員会(喜連紘子会員・時田会員・関重寿会

員) 山崎会長・遠藤幹事、新年度のスタートおめで

とうございます。SAA 委員一同一年間がんばりま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

＊ニコニコ BOX 合計 146,000 円 

出席報告          二階堂出席奨励委員長 

  ７月 １日 在籍４７名中 出席３７名    

閉会点鐘                 山崎会長 

 

 

来ることとなって来ました。独自性とは聞こえが良い

ですが、ロータリアンが本来持つべき心得やプライド

などは忘れてはいけないと感じざるを得ません。 

今年度の多摩中グループは地区のリーディンググルー

プとして、多摩中グループの一体感を重視して参りた

いと思います。 

 さて、今年度の国際ロータリーの会長は、ホルガー・

クナーク氏でありドイツのクラブの方です。ＲＩ会長

テーマは「ロータリーは機会の扉を開く」Ｒｏｔａｒ

ｙ Ｏｐｅｎｓ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓです。

ＲＩ会長のテーマ講演を是非ともお読みになって下さ

い。ドイツのクラブの方らしく、ロータリーに対する

保守的な部分とＲＩ会長としての革新的な部分を併せ

持った内容ですので大変興味深いと思います。『ロー

タリーとは、クラブに入会するというだけでなく、無

限の機会への招待です。ポリオ撲滅のように大規模で

歴史的なプロジェクトから、地域社会でのささやかな

プロジェクトや１本の植樹まで、奉仕する機会への扉

を開いてくれます。私たちの中核的価値観を基に、世

界中の友人たちとともに、より豊かで意義ある人生へ

の機会の扉を開いてくれます。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。

従って、私たちの年度のテーマは「ロータリーは機会

の扉を開く」です。』 

 第２７５０地区ガバナーは、福原有一氏であり、東

京銀座ロータリークラブの方です。地区テーマは「バ

リアフリー･マインド～相手と同じ視線に立つという

こと」です。ガバナーのご挨拶も必ずお読みになって

下さい。バリアフリー･マインドとは奉仕をする側もさ

れる側も同じだという心のあり方です。その心はロー

タリーのフレンドシップやサービスの精神に通じます。

「ロータリーの機会の扉」を「バリアフリー･マインド」

で開けてみようではありませんか。 

どうぞ１年間、よろしくお願いいたします。 


