
- 1 - 

 

   

 

 

 

日  時：令和２年 8 月 5 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               関重寿委員 

開会点鐘                    山崎会長 

斉  唱：なし 

会長挨拶                山崎会長 

長い梅雨がやっと開けました。お日様を見る時間が

多少あると思います。７月は日照時間が 47 時間・台

風がこなかったのが観測史上初めてだそうです。これ

から益々暑くなってきます、熱中症・コロナも増えて

います。クレグレ健康管理には気を付けて 1 日 1 日

を過ごしてください。 

幹事報告                  遠藤久幹事 

●8 月のロータリーレートは１ドル 105 円です 

●第 88 回多摩中グループ親睦ゴルフ大会の開催 

 日時 １０月８日（木） 

 場所 飯能グリーンカントリークラブ 

 参加者のとりまとめをゴルフ同好会でお願いします 

●受付での消毒・検温は親睦活動委員会で対応をお願

いいたします。 

委員長報告  

●北島清高広報 IT 委員長  

クラブのホームページの会員紹介のページに情報を

掲載していますが、個人情報であるため、掲載・非掲

載を希望の方はそれぞれお知らせください。調整をい 

 

 

 

 

たします。ご協力をお願いいたします。 

●本多社会奉仕副委員長  

令和 2 年九州豪雨災害義捐金を前回に続き 2 回目と

なりますが、ご協力をお願いします。 

(本日の募金額 26,000 円、合計 56,730 円、第 2750 地区よ

り現地へ送られます) 

●北島正典プログラム委員長  

第 1 回卓話の予定 遠藤裕子さん(歌手・遠藤幹事の

お嬢さん)の歌を動画で配信いたします。納涼家族例会

が開催できません、歌で一時をお過ごしください。そ

の他にも、今後ネット配信となりますが、健康維持の

ためのヨガの動画・他の打合せを行っています。今後

も講師のご紹介をしていただける方は宜しくお願いし

ます。 

 

クラブフォーラム 

理事会報告               山崎会長 

●9 月・10 月の例会について  

現在の状況を踏まえて月 2 回の短縮例会としま

す。9 月 9 日・9 月 23 日・10 月 7 日・10 月 21 日で

す。10/21 はクラブ協議会のためガバナー補佐が来所

します。 

●市内の小中学校への非接触体温計について  

岡本理事より 

 各奉仕 PJ の委員会合同の「非接触型体温計の寄
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8 月誕生月の北島清高会員・関俊之会員 

会員 

贈」は、3 日(月)に教育委員長に品物を渡してきまし

た。大変喜んでいただきました。品物は伊藤社会奉仕

委員長に努力していただき、ヤマダ電機さんにクラブ

の趣旨をご理解いただき全国の支店から 66 個集めて

もらいました。本日の市の配布物「くにたちの教育」

に目録贈呈の記事が掲載されています。各委員長はじ

め皆さんのご協力ありがとうございました。 

 

●会員記念日紹介       山岡親睦活動委員長 

８月のお祝い           

会員誕生月 

関 俊之会員（18 日） 

北島清高会員（12 日） 

鈴木政久会員（9 日） 

夫人誕生月        

吉野利春会員夫人・益世様 

千葉伸也会員夫人・映美様 

津戸弘樹会員夫人・敦子様 

 

ニコニコＢＯＸ         遠藤常臣親睦活動委員 

●山崎会長 みなさん元気にすごしていますか。僕は

いたって元気です。 

●遠藤久幹事 長い梅雨もやっと終わり暑い夏がやっ

て来ました。今年は外に出掛ける事もむずかしいです

が、どうかお元気でお過ごし下さい。 

●吉野会員 本日 8 月 5 日は妻の誕生日です。ニコニ

コします。 

●関俊之会員 誕生日のお祝をありがとうございます。

プレゼントをいただくのは嬉しいものですネ 

●北島清高会員 誕生日プレゼントありがとうござい

ます。体もあちこちガタがでる年齢になりました!! 

これからも宜しくお願いします。 

●鈴木会員 本年度、会員増強委員長になりました。

皆さんの協力いただき、増員していきたいと思います。

また、誕生日のプレゼントありがとうございます。 

●本多会員  7 月 26 日に上高地に行って来ましたが

梅雨の真っ最中、雨・雨・雨で満点の星空は見られま

せんでした。リベンジしたいと思っています。 

●津戸弘樹会員 本日は妻の誕生日プレゼントありが 

とうございます。コロナ感染はなかなか終息の糸口が

つかめませんが、皆で乗り越えましょう。 

＊ニコニコ BOX 合計 30,000 円 累計 205,000 円 

出席報告            杉田出席奨励委員 

  ８月５日 在籍４７名中 出席３０名    

閉会点鐘                 山崎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事・委員長  就任挨拶 

 

副会長            小澤 谷守 

 今年度副会長という大役を

仰せつかりました。1 年間何

卒宜しくお願いいたします。

山崎会長を補佐する事に尽き

ると思います。例会を会長が

欠席の場合、代役を務めると

認識していますが、山崎会長

はいたって元気です、まず私の出番はないと思ってお

ります。会長はグループ幹事を務めていましたので、

非常に多くの人脈をお持ちでございます。「えがおで

ロータリー」を掲げた会長が 1 年間笑顔で過ごせま

すように、副会長としてバックアップしていきたいと

思います。 

 

 

会長エレクト         本間 康彦 

 エレクトとして山崎会長を

見習って 1 年間勉強していき

たいと思います。このコロナ

化の中、皆様のご協力のも

と、無事に例会を行わせてい

ただいています。 

来年は是非明るく、前の形

に戻ることを願っています。1 年間よろしくお願いい

たします。 
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会長ノミニー・クラブ管理運営理事 寺澤 武 

 今年度は新型コロナウイル

スの関係で大切な炉辺等も開

催することができず、地域に

関するイベントとか親睦を大

切にする行事も中止せざるを

得ないという環境が続きま

す。ただ会長のスローガン

「えがおでロータリー」がございます。このような厳

しい状況下ではございますが、諸先輩方のご指導を仰

ぎながら伝統ある東京国立ロータリークラブをユニー

クな知恵を絞って明るく前向きなクラブの運営を目指

していきたいと思いますので、会員のご協力が必要に

なって参ります。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

SAA 委員長          喜連 紘子 

 今年度は非常に頼りがいの

ある副委員長・委員の方に恵

まれまして安心しきっている

状態です。方針として、役割

である「秩序の維持」の理念

を委員全員で共有し、これを

活動の基本において、えがお

溢れる例会運営に努めます。 

事業計画は、手際のよい例会時の会場設営・終了後

の設備撤去、時間配分に留意した効率的な司会進行、

第一例会では「国歌」「ロータリーソング」「四つの

テスト」の斉唱、ロータリーソングを 2 ヶ月毎に変

更、例会時の食事数を確認・手配（事務局と打ち合わ

せ、前日に依頼）、食事の用意に不足が出た場合は

SAA 委員会で調整、受付において来客者、講師を迎

え、丁寧な応対で会場に案内、クールビズの実施期間

を検討し、理事会に上程、移動例会の場合、必要物の

携行です。これは、平常時の場合の計画です。今後の

情勢を見極めながら委員全員で話し合いながら、少し

ずつ元に戻っていけるよう計画をしていきたいと思い

ますので、委員の皆様・会員の皆様のご協力をより一

層お願いいたします。 

 

 

 

 

 

会員組織理事・ロータリー情報委員長  

吉野 利春 

 クラブの基盤は増強が第一

でございます。会長が２名以

上の増員を目標にしていま

す。是非、鈴木会員増強委員

長に頑張っていただきたいと

思っています。情報委員会に

つきましては、近年はロータ

リーも様変わりしてきております。皆さんご存知のと

おり、会員身分の問題・例会に関する変更など変化が

なされており、ロータリーは今後激動な時代を迎える

のではないかと思っています。RI はじめ地区の情報

につきましては、的確にクラブに持ち帰りまして、ク

ラブの強化に努めて参りますので、この１年よろしく

お願いいたします。 

 

 

奉仕プロジェクト４委員会の合同企画 

国立市内の小中学校へ 

   「非接触型体温計の寄贈」 

 

８月３日（月）国立市教育委員会 是松教育長に 

品物をお渡ししました。 
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2020 年 8 月 8 日(土)  動画配信  

 

卓話 「今年度は納涼例会が開催できませ

ん、一時をお楽しみください」 

 

講 師 遠藤裕子さん 

（歌手：遠藤久幹事のお嬢さん） 

ユニット名「DooDooDooMiuMiuMiu」 

 

2016 年 6 月結成 

東京のライブハウスを中心に活動中 

さまざまな活動を経てきた二人が『好きなも 

のをとことん突き詰めて新しいことを表現した 

い』と始めたのがこ DooDooDooMiuMiuMiu 

 

 

 

 

上高地で写真撮ってきました 

本多 鋼治  

天気予報では、東京よりも雨が降り続く模様で

したが、この時期の上高地に行ってみたかったの

で 7 月 26 日に写真を撮ってきました。   

天候は、予報どおり雨、雨、雨、でした。 

 

 

 

 

センター 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

二人のアイデアを濃縮していった結果、エレクト 

ロ×アコギサウンドに歌謡メロディーが乗った新し 

い Pops が生まれた。ステージでは八の字になった 

立ち位置にこだわりを持ち、その場所で SUSIE は 

激しく踊り、NICKY はギターを掻き鳴らす。男女 

デュオならではの楽曲&パフォーマンスに注目して 

欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河童橋からの穂高連峰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第 2450 回例会報告 

回例会報告 

河童橋           冠水コース分岐         冠水通行止め 

 

 

インフォメーションセンター      人が少ないのでお猿の天国 

 


