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日  時：令和２年 7 月 15 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             喜連紘子委員長 

開会点鐘                    山崎会長 

斉  唱：なし 

会長挨拶                山崎会長 

●最近梅雨の様子が変わってきました。梅雨が明けた

ら日本の夏がやってきます。熱中症とコロナに十分健

康管理をしてください。次回の例会も笑顔で会えるこ

とを願っています。 

幹事報告                  遠藤久幹事 

●R Y L A 2020 開催のお知らせと受講生推薦のお願

い ロータリー ⻘少年指導者養成プログラムは、若い

⻘少年リーダーとロータリアンが共に時間を過ごし、

指導⼒、奉仕の精神を伝え、友愛を深めることを特⾊

とする、国際ロータリーの常設プログラムです 

期間 11 月 21 日（土）-23 日 ２泊３日 

場所 国立オリンピック記念⻘少年総合センター 

詳細は掲示板の案内をご確認ください 

●地区インターンシップ委員会 

 日時 7 月 20 日（月）15 時 

 場所 ガバナー事務所 

 出席 北島清高委員 

●第 5 回多摩中グループ協議会 

 日時 7 月 21 日（火）18 時 30 分 

 場所 パレスホテル立川 

 出席 山崎会長・遠藤幹事 

●第 51 回くにたち秋の市民まつり開催についての 

意見交換会  

 日時 7 月 13 日（月）19 時 30 分 

 場所 くにたち市民芸術小ホール 

出席 伊藤社会奉仕委員長 

委員長報告  

●北島正典プログラム委員長 今年は卓話を通常のと

おりに行うことができません。皆様にはメール等で配

信していきたいと思っています。卓話講師の方のご紹

介など、会長幹事と相談しながら行おうと思っていま

す。ご協力をよろしくお願いいたします。 

●伊藤社会奉仕委員長 ＊地区より九州豪雨災害義捐

金の依頼がありました。箱を回しますのでご協力くだ

さい。(本日の募金額 30,730 円) 

＊市民まつりの意見交換会の報告 今年度の市民まつ

りは、コロナの影響で中止となりました。 

●秋廣会計理事 2019-20 年度会計監査報告 

 本日、監査役の秋山会員に監査受け、ご承認をいた

だきましたので、ご報告申し上げます。  

●小澤谷守ゴルフ同好会員 前年度の決算報告書をメ

ールボックスに配布しました。次の会計は遠藤常臣会

員です。 

クラブフォーラム 

理事会報告  

●2020-21 年度の会員数は 47 名でスタートです。 

●クラブ予算書は 50 名で組んでおりましたので、47

名で調整をいたしました。 

●9 月以降の例会については、8 月の理事会で決定い

たします。 

●上半期の年会費 135,000 円、とロータリー財団 100

ドル寄付 10,700 円の振込を 7 月末までにお振込みく

ださい。 
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●国立市観光まちづくり協会の令和 2 年度分の年会費

2 万円を支払います。 

●本日、臨時に例会後に理事会を開催いたします。 

 

会長・幹事を励ます会 

発起人：寺澤武・小澤崇文・喜連紘子 

＊発起人代表:寺澤会員  

例会の貴重な時間を少

し拝借いたします。山

崎・遠藤丸が無事に出

航いたしました。励ま

す会を開催するところ

ですが、今年は喜連元昭会員に頼み銀座のクラブで行いた

いと思っていましたが、こういうご時世で諦めました。会

がないと寂しいので、これまでの繰越金で記念品と発起人

3 名から気持ちの品をお渡しいたします。また励ましの言

葉を皆さんにいただきたいところですが、代表で第 31 代時

田パスト会長より励ましの言葉をいただきます。 

＊ご挨拶 時田パスト会長 このお二方は本村地区の会

長・幹事です。今年度は最初から変則の

スタートとなりましたが、会長は 3 年前

に多摩中グループ幹事を経験していま

す。1 年間の 2/3 を多摩中グループに奉仕

したと聞いています。この貴重な経験

を、是非この難関の今年度に活かしていただければいいと

思っています。そして大変太っ腹ですが、非常に繊細で

す。第 1 回の時にマスクを皆さんにプレゼントしました

ね。50 年くらい前から知っていますが、心穏やかで良い方

だなと思っています。この 1 年間変則です。ロータリーは

出席なくしてロータリーなしと教わったのですが、特に今

年度はメンバー同士の繋がりを忘れないように会長・幹事

の⼒で頑張ってほしいと思います。この二人の名コンビで

是非乗り越えていただいて、きっと良い活躍をされて良い

1 年間にしてくれるものと思っています。 

＊ご挨拶 山崎会長 心のこもったプレゼントをいただい

て、ありがとうございます。今年は会長・幹事が谷保地区

から出ています。1 年間コロナの中で出来る限りの範囲で

やろうと思っていますので、皆様のご協⼒をよろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

ニコニコＢＯＸ             山岡親睦活動委員長 

●多摩中グループ 2013-14 年度幹事一同 山崎義晴会長、第

52 代東京国立ロータリークラブ会長就任おめでとうござい

ます。本来であれば、動機幹事皆で祝福と激励に、例会場に

駆け付けるところですが、新型コロナウイルス感染防止の為、

残念でなりません。クラブテーマ「えがおでロータリー」は、

まさに山崎義晴会長のイメージにピッタリです。新型コロナ

ウイルス感染拡大の中でのスタートとなり、舵取りにかなり

苦労されると思いますが、私たち一同応援しております。素

晴らしい一年となりますよう祈念申し上げまして、祝福のご

挨拶とさせて頂きます。おめでとうございます。 

●山崎会長 健康に気を付けて次回の例会も“えがお”で会

えますように。 

●遠藤久幹事 山崎会長も私も褒められると伸びるタイプ

なので、一年間よろしくお願いいたします。 

●遠藤常臣会員 梅雨空の中、何とかトーモロコシを完売す

ることができました。今度の金曜日一日だけ販売して終了で

す。御協力ありがとうございました!! 

   今年最後のとうもろこし 

        本多会員撮影 

●本間会員 山崎年度もいよいよスタート、本日より前に座

らせて頂きます。よろしくお願いします。 

＊ニコニコ BOX 合計 29,000 円 累計 175,000 円 

出席報告             三田出席奨励副委員長 

  ７月１５日 在籍４７名中 出席３５名   

閉会点鐘                    山崎会長 

 

奉仕プロジェクト委員会 合同事業報告 

国立市内の公立小中学校 11 校に非接触体温計 

 国立市教育委員長へ目録の贈呈 

 

 

 

 

 

  

担当理事 岡本正伸 

 職業奉仕委員会 委員長 佐伯和美 

 社会奉仕委員会 委員長 伊藤 明 

 国際奉仕委員会 委員長 津戸弘樹 

 青少年奉仕委員会委員長 関 俊之 

 今年度、奉仕プロジェクトの各委員会では、新型コロナウ

ィルスの影響で、公的なイベントの中止決定や、中止の予定

が伝えられてくるなか、奉仕のための事業について検討した

結果、４委員会合同事業として、国立市内の全ての小学校と

中学校各校に 6 個、合計 66 個の非接触型体温計の贈呈事業

を計画しました。 

 本事業は、7 月 15 日の臨時理事会において承認されまし

たので、7 月 17 日に国立市教育委員会応接室にて、教育委

員長へ目録の贈呈を致しました。現品は、既に入荷となって

いますが、クラブ名を刻印した後、教育委員会に届ける予定

です。 

 小・中学校の教育現場では、今でも通常の体温計を使用し

ており、是松教育長からは、大変感謝されました。 

 今回の贈呈につきましては、国立市の広報誌である「国立

の教育」8 月 5 日号に掲載される予定で、ロータリークラブ

の広報にも一役買うことができた事業となりました。 


