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日  時：令和２年 8 月 26 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               関俊之委員 

開会点鐘                    山崎会長 

斉  唱：なし 

会長挨拶                山崎会長 

お盆も終り朝は過し易くなったと思います。それで

も昼間は暑いのでコロナ対策と熱中症に注意して過ご

してください。毎日新聞で、アフリカでポリオが撲滅

されたそうです。残るはアフガニスタンとパキスタン

です。引続きポリオ撲滅にご協力をお願いします。 

幹事報告                  遠藤久幹事 

●公共イメージセミナー WEB で開催 

 日時 ９月３日（木）15 時 

 出席 北島清高広報 IT 委員長・林副委員長 

●ロータリー財団セミナー WEB で開催 

 日時 9 月 16 日（水）14 時 30 分 

 出席 近藤ロータリー財団委員長  

●記念切手「日本のロータリー100 周年」の発行 

 発売日は、9 月 18 日となっており、ロータリー以外

の方々の購入も予想されますので、購入希望の会員に

おかれましては地域の郵便局に早めにご予約なさる事

をお勧めいたします。詳細は掲示板でご確認ください 

●クラブ概況書の入力誤りの訂正 24 ページ職業奉

仕の事業計画１「収穫作業･･･」に修正してください。 

 

 

 

 

委員長報告 なし 

ニコニコＢＯＸ          山岡親睦活動委員長 

●山崎会長 卓話の動画配信いかがでしたか？本年度

このような形でしていきたいと思っています。 

●遠藤久幹事 先日は娘の動画配信におきまして、大

勢の方に見ていただきましてありがとうございました。

本人も大変喜んでおりました。又なにかありましたら、

よろしくお願いいたします。 

＊ニコニコ BOX 合計 15,000 円 累計 220,000 円 

出席報告           二階堂出席奨励委員長 

  ８月２６日 在籍４７名中 出席３１名    

閉会点鐘                  山崎会長 

 

 

理事・委員長  就任挨拶 

 

広報・IT 理事、委員長     北島 清高 

 今年度はコロナウイルスに

伴い、今までとは違う仕事が

増えました。林副委員長と伊

藤委員の強力なメンバーで何

とか今年度過ごせるのではな

いかと思っています。例会の

の動画・卓話の配信があり、

今年度重要なことですが、会員向けの活動と外部の方
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への活動を行うことになり不安があります。皆さんよ

りご指摘をいただきながら、頑張って参りますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

奉仕プロジェクト理事     岡本 正伸 

 不特定多数の人と関わる事業

が多々あります。今年はコロナ

の関係で各委員会の皆さんは事

業をどのようにするかで大分苦

労をされています。理事として

は例年とは異なる事業が持ち上

がりましても、それを各委員会

の事業として成功させるよう理事会に上げて事業がう

まくいくように応援をしたいと思っています。最終的

には会長のテーマ「笑顔でロータリー」に添い、会長

の笑顔が消えない様にクラブ活動を続けていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

直前会長           遠藤 常臣 

 今年 1 年間は無役ですので肩

の力をゆっくりと抜いて 1 年間

過ごしていきたいと思います。 

 山崎会長は地区・多摩中グル

ープとしての経験が豊富で顔も

広いですので、何か支えること

がありましたら 100％支えてい

きたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

 

副幹事             遠藤 直孝 

 今年はコロナの関係で、とて

もイレギュラーなクラブ運営を

され、ご苦労されている事と思

いますが、次年度に向けて遠藤

久幹事の在りようを勉強させて

いただいて、来年に向けて備え

させていただきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

親睦活動委員長         山岡 眞茂 

 委員会のメンバーには重鎮と

若手がバランスよくいますの

で、私は出来ることをやってい

きたいと思っています。方針・

事業計画はたくさんあるのです

が、こういう時期ですので出来

ることをやりたいと思います。

また今年のテーマである「笑顔でロータリー」を実践

できるように目指します。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

出席奨励委員長        二階堂 由佳 

 方針といたしますと、会長の

クラブテーマ「笑顔でロータリ

ー」に基づき、この社会状況の

中でも会員の皆様が積極的に 

例会や行事に出席していただけ

るよう、委員会として笑顔でお

迎えさせていただき、出席

100％を目標に活動を展開していきたいと存じます。 

事業計画が出来るような状況ではございませんの

で、できる範囲のところで皆様の出席が気持ちよくで

きるように考えておりますので、１年よろしくお願い

いたします。 

 

 

プログラム委員長        北島 正典 

 山崎会長の掲げる「笑顔でロ

ータリー」を実践するために、

感染症拡大防止に十分留意した

形で卓話を行い、卓話を通じて

楽しみながら有意義な情報・知

識などを紹介していきます。 

 新型コロナウイルスのことを

考えると WEB でリモート卓話をすることが相互の安

全性が確保出来るのではないかと思いまして、今後と

も進めていきたいと思います。 

8 月の遠藤裕子さんの卓話ではクラブ会員の周りで

も色々な活動をされているのだと感慨深いものがあ

り、今後の活動も続けていきます。ためになる・面白

い・笑顔が出るような内容で紹介していただける方が

いましたらお申し出いただければ楽しい卓話を配信で

きると思いますので、よろしくお願いいたします。 
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会員増強委員長         鈴木 政久 

 会長の目標の 2 名以上を仲間

に入れていきたいと考えており

ます。入会 4 年目の私の力では

なんともいえないので、会長ま

た先輩方のお力を借りてどなた

かいらっしゃれば、皆さんの仲

間に入れていきたいとおもいま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

 

職業奉仕委員長        佐伯 和美 

 4 委員会の合同事業として新

型コロナウイルスの対応をす

る体温計を 66 個小中学校にプ

レゼントいたしました。これ

に委員会として参加できたこ

とを非常に嬉しく思いまし

た。教育委員会に寄贈のため

にお伺いしましたが、私にとっては古巣でとても嬉し

く思っております。 

 職業奉仕は奉仕活動の原点であり、ロータリークラ

ブの存在意義である奉仕活動の根本になるものではな

いかと思っております。皆様がご自分の職業を通じて

普段親身になり心を込めてお仕事をしていること、そ

のことがすなわち職業奉仕ではないかと理解しており

ます。ですから普段みなさん実践していることではな

いかと思います。委員会としてやらなくてはならない

こととして、昨年稲刈り体験をしてすごく心に残って

おり、谷保に住んでおりますとまだまだ農業がたくさ

ん残っています。私の家も元々は農家でございますの

で、農業が身近にあることが、とても幸せなことだと

感じております。今年もこの地の利を生かした農業体

験をしたいと思っています。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 

青少年奉仕委員長        関 俊之 

 方針としては、未来を担う

青少年の健全育成活動に積極

的に参加、貢献し、山崎会長

の「笑顔でロータリー」に基

づき実践してまいります。 

 例年、国立第三中学校で行

っております交流会は、コ

ロナ渦の関係で留学生が来日をしてございませんの

で中止をせざるを得ない状況です。先般、教育長・第

三中学校にお伺いしてご報告をさせていただきまし

た。大変残念ということですが、ご理解を賜りまし

た。 

 

 

米山奨学委員長         川向 輝樹 

 方針として、山崎会長により

掲げられたクラブの重点目標、

米山記念奨学会への支援を達成

することを目指します。 

 事業計画として、1 米山奨学

金制度の周知徹底、2 奨学生に

よる卓話・共同の事業（当クラ

ブの行う事業へ積極的に参加を促す）は、地区よりこ

の近くの奨学生を紹介するという提案を受けていま

す。3 重点目標である普通寄付金・特別寄付金を集め

米山記念奨学会へ寄付する。こちらは、普通寄付金と

して会費の中から一人当たり年 5 千円出ています。

さらに各自 5 千円を寄付していただければ、1 人当た

り 1 万円となり地区より表彰をしていただけます。

また特別寄付金はこれから会長になられる方及び先輩

方にお声をかけさせていただきたいと思いますので、

ご協力をお願いいたします。 

 

 

ロータリー財団委員長     近藤 佳子 

 ロータリー財団は「世界でよ

いことをしよう」という標語の

もとにできた財団です。会費の

中から寄付金を取られているの

で、どういうことに使われてい

るのかまだ把握していないので

すが、年次寄付として 100 ドル

寄付、ポリオプラスへの寄付として会費より一人 30

㌦、また恒久基金のベネファクターに 100 ㌦寄付を

行うと表彰されます。是非、この寄付に申し出をいた

だけると嬉しく思います。地区の補助金を使用して何

かやりたいことがある方はお申し出ください。よろし

くお願いします。 
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卓話 「椅子ヨガ」 

 

講 師 片野 翠（ｶﾀﾉｱｷﾗ）様 

（ヨガ インストラクター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 9 月 2 日(水)  卓話 動画配信  

 

運動不足解消のために 

上半身を大きく動かして、 

姿勢の改善や健康促進をしていきましょう！ 

 

 

片野 翠 プロフィール 

タマオキトモヒロダンススクールでスタッフと

してレッスンを担当されています 

身長 162cm 

JBDF 所属ラテン C 級所持 

賞歴：東京ボールルームダンスアカデミー 

   新人賞ノミネート 

勤務日：荻窪教室 火・水・金・土 

     時間により相談 

レッスンポイント：30 分/5P 

趣味：ジム、映画、読書 

ハムスター6 匹飼ってます。 
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