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日  時：令和３年 6 月 2 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 

会長報告               山崎会長 

●東京立川こぶしロータリークラブより、創立 35

周年記念事業の報告がありました。式典は新型コ

ロナウイルスの影響で中止となっています。 

記念事業は、①「YoungVoicesOnTheAir」子供た

ちの声をラジオに ②モンゴル第一中央病院への

医療機器寄贈 ③市内講演へのベンチ寄贈事業(新

しい継続事業創出) ④市内図書館への Web 図書

と自動図書寄贈 ⑤世界への応援ソング｢無限への

希望｣制作＆世界への配信事業 

幹事報告                 遠藤久幹事 

●地区インターンシップ委員会  

 日時 ６月１日（火）14 時 30 分 

 場所 都庁 

 出席 北島清高インターンシップ委員 

●20-21 年度 会長・幹事会 

 日時 6 月 21 日（月）15 時 30 分 

 場所 ホテルグランドパレス 

 出席 山崎会長・遠藤久幹事 

●21-22 年度地区会員増強セミナー（延期後新日程） 

 日時 6 月 22 日（火）15 時 

 場所 スペース FS 汐留（新橋） 

 出席 次年度 喜連元昭会員増強委員長  

●21-21 年度多摩中グループ協議会 

 日時 6 月 24 日（木）18 時 

 場所 ホテルエミシア東京立川 

 出席 次年度 本間会長・遠藤幹事 

●今後の例会予定 16 日に卓話の動画配信 

 北島正典プログラム委員長の「my 弓道場の出来

るまで」です。23 日の最終例会はパレスホテル立川

18 時点鐘です。SAA 委員と親睦活動委員の方は 17

時 30 分より準備をお願いします。 

●今年度例会場での例会は最後です。メールボック

スの移動がありますので片付けてお帰りください。 

クラブフォーラム 

理事会報告              山崎会長 

●広報 IT 委員会より 例会場へのインターネット

の設置について、承認をいたしました。今後の

WEB 会議に役立てていきます。 

●予算の流用をしました 秋廣会計理事より  

①地区年会費の予算見込みの誤りのため⇒102,500

円を地区主催会議登録料より地区年会費へ流用 

②感染対策の費用 70,072 円不足のため⇒卓話講師

料より会場使用料・設営費へ流用 

●退会者について ６月末退会 2 名 

佐伯和美会員－体調不良・母の介護のため 

近藤佳子会員－14 年間のロータリー活動は充実し

たものでしたが、今季をもって卒業とさせていた 

だきたいと思います。会長はじめ会員の皆様に感

謝いたします。 
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6 月誕生月の村上会員・本間会員・木島会員・井田会員 

●会員記念日紹介      山岡親睦活動委員長 

６月のお祝い           

会員誕生月 

村上隆秀会員（8 日） 

本間康彦会員（4 日） 

木島常明会員（13 日） 

近藤佳子会員（16 日） 

矢澤和成会員（16 日） 

井田 満会員（27 日） 

夫人誕生月        

本間康彦会長夫人・純代様  

ニコニコＢＯＸ         山岡親睦活動委員長 

●山崎会長 今年度、天満宮での最後の例会となり

ました。お誕生日の会員の皆様おめでとうございま

す。6/23 パレスホテルでの最終例会、皆様のご参加

を楽しみにしております。 

●遠藤久幹事 今年度の天満宮での例会も最後と

なってしまいました。幹事らしい事は何もできませ

んでしたが、皆様には大変お世話になりました。有

りがとうございました。 

●村上会員 お誕生日のお祝いありがとうござい

ました。 

●青木会員 5 月 18 日の市議会臨時議会において、

2 度目の議長職を拝命致しました。これからもより

開かれた議会を目指し頑張ってまいりますので、皆

様のご指導宜しくお願い申し上げます。 

●本間会員 誕生日の記念品、妻共々お祝い頂きあ

りがとうございます。 

●木島会員 誕生祝いありがとうございます。コロ

ナにもめげず頑張っていますが、学生時代の仲間は

急速に減りつつあります。もうしばらくは元気でい 

たいものです。 

●井田会員 お誕生日のお祝いありがとうござい

ます。長生きできるように、がんばります。 

＊ニコニコ BOX 合計 39,000 円 累計 866,000 円 

出席報告         三田出席奨励副委員長 

６月 ２日 在籍４５名中 出席３３名 

閉会点鐘                 山崎会長 

 

           令和３年 6月 16日（水） 

『弓道場ができるまで』 
     北島正典プログラム委員長 

コロナ禍の中で密にならないよう、道場内の内装、

設備などは全部自分でやりました。場所は例会場近

くです。 

一年間動画配信ご視聴いただきありがとうござ

います。最終回は私ごとの内容ですみません。慣れ

ない作業で色々と拙い点もあったと思います。終わ

ってみれば様々な方々と出会えて楽しかったです。

コロナ禍は続いておりますのでご自愛ください。会

員の皆様のご健勝お祈り申し上げます。 

2018 年７月造成開始・2020 年２月第２期造成開始 

2020 年 3 月ウイングコンテナ搬入・2020 年 5 月安

土用コンテナ搬入・2020 年 6 月安全鋼板設置･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会へ「生活困窮者への食糧支援」とし

て 50 万円の寄付を行いました。 2021 年６月 16 日 
 

 

 

 

 

 

 

 

国立市社会福祉協議会 松田周平常務理事事務局長、喜連元

昭会長、山崎義晴会長、遠藤久幹事、岡本正伸奉仕プロジェ

クト担当理事、関重寿会員(社協理事) 
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最 終 例 会 

日  時：令和３年 6 月 2３日（水）  

会  場：パレスホテル立川 

司  会 :ＳＡＡ              喜連紘子委員長 

開会点鐘                    山崎会長 

斉  唱：奉仕の理想 

会長退任のご挨拶          山崎義晴会長 

皆さん今晩は、最終例会にあた

り御礼のご挨拶を申し上げます。

2020－21 年度が新型コロナ中で

始まり、例会の開催もままならな

いまま、例会回数を月２回ぐらい

にして短縮例会、食事チケット持

ち帰りなど。例会場の飛沫感染予

防対策のシートは幹事との手作りです。卓話例会は動

画配信をしました。プログラム委員会による初めての

事で委員長が苦労をしていました。年忘れ家族例会は

直前でやむなく中止。そのような中クラブで出来た事

として、７月に奉仕プロジェクト全委員会の事業とし

て国立市内の小学校・中学校 11 校に非接触型体温計

を各校６個ずつ計 66 個を贈呈。12 月には職業奉仕委

員会の「ブラロータリー矢川の散策と花生産のハウス

をたずねて」22 名の参加がありました。12 月の終わり

には迎春の横断幕、1 月の塞の神どんどやきは大幅に

縮小され実施。２月に新 1 年生用のランドセルカバー

の寄贈。6 月には社会福祉協議会に生活困窮者への食

糧支援として 50 万円を寄付。6 月今後の WEB 会議の

必要性に備えて例会場にインターネット回線設置を決

めました。 

地区においては、無観客開催となった地区大会をは

じめ、ほとんどの会議が ZOOM 配信になり、ガバナ

ー公式訪問は多摩中グループ合同で開催されました。 

 2020－21 年度は新型コロナウイルスの影響で、本日

今年度最初で最後の食事を伴う例会が出来ます。例年

のようなクラブ運営ができませんでしたが、理事・役

員そして会員の皆さん、遠藤久幹事、事務局の間島さ

ん、皆様のご協力のもと一年間を過ごせましたことに、

心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。

幹事退任のご挨拶         遠藤 久幹事 

一年間皆さんに助けていただきながら、幹事を務め

る事ができました。そして、これだけコロナが蔓延し

ている中で、一人も感染者が出なかったこと、これは

皆さんが普段からの自己管理はもちろん、自分だけで

なく周りに迷惑をかけたくないという強い思いがあっ

たからこそで、頭が下がる思いです。 

私みたいな右も左も解らない者が幹事をやってこら

れたのは、山崎会長のお陰だと思います。どんな時も

どっしり構えて、何もしてないけどそばにいるだけで

安心できる存在の会長に甘えて、一年間本当に楽しく

やってこられたと感謝しております。 

反省点としては、この一年間ほとんどのイベントが

無くなってしまい、業務だけをこなす流れになってし

まいました。こういう時だからこそ何か新しいことが

出来るのではないかと模索する一年でした。きっと山

崎会長なら楽しいことが出来たはずなのに残念です。 

今後、国立ロータリークラブの独自の活動や、その

活動に参加した人がみんな笑顔になるような事。そし

て会員一人一人の達成感が得られるような事を、これ

から皆さんと作っていけたらなと思っております。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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッヂの交換後に次年度本間会長・遠藤直孝幹事より、 

山崎会長・遠藤久幹事へ花束贈呈 

ニコニコＢＯＸ           川向親睦活動委員 

●山崎会長 至らない会長でしたが、皆様のご協力の

お陰で最終例会を迎えることが出来ました。心から感

謝します。ありがとうございました。 

●遠藤久幹事 あっという間に一年が経ってしまって、

最終例会となってしまいました。幹事らしい事は何も

できませんでしたが、皆さんに温かく支えていただき

本当にありがとうございました。来年度はきっと素晴

らしいクラブになりますように願っています。 

●五十嵐会員 山崎会長・遠藤幹事、役員の皆様には、

新型コロナウイルス感染拡大の最も多難な時期、クラ

ブ運営に工夫を凝らし、滞る事無く努められました。

心より感謝を申し上げます。さて私事ではありますが、

在籍 40 年を大過なく過ごし、いつの間にか末期高齢

者になり、長期間休会し、またこの間お気遣いいただ

きました。ニコニコさせていただきます。 

●時田会員 この一年間はコロナで始まりコロナで終

り何かとご苦労あったかと思います。会長幹事の心遣

いにより我がクラブ一人の感染者を出さなかった事に

心より感謝しております。本当にお疲れ様でした。 

●吉野会員 山崎遠藤丸の無事帰航を祝しニコニコい

たします。 

●小川会員 山崎会長・遠藤幹事一年間本当におつか
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れ様でした。何か心の中では物足りないものがあると

思います。コロナが終息したら７月からもう一年二人

で国立クラブを引張って頂くことを提案します。 

●杉田会員 山崎会長・遠藤幹事、一年間ご苦労様で

す。 

●村上会員 １年間ご苦労様でした。 

●岡本会員 山崎会長・遠藤幹事、１年間お疲れ様で

した。何も言う事はありません。 

●秋廣会員 山崎・遠藤丸の無事の帰港おめでとうご

ざいます。コロナ禍の中、多難な会運営でしたが、ほ

んとうにご苦労様でした。 

●小澤谷守会員 山崎会長・遠藤幹事、コロナ禍での

一年間お疲れ様でした。最終例会もコロナに振り回さ

れましたね。酒のみてぇ～ 

●遠藤常臣会員 山崎会長・遠藤幹事、コロナの中１

年間御苦労様でした。山崎・遠藤丸の無事の帰港心よ

りお祝い申し上げます。又生で食べられるトーモロコ

シ(ﾋﾟｸﾆｯｸｺｰﾝ)の販売が始まりました。今週の金曜日か

ら再開致します。宜しく!! 

●寺澤会員 山崎・遠藤丸の無事な帰港を祝します。

途中荒波にも絶え大変な時期ではありましたが、大変

ありがとうございました。物足りないところは次年度

以降の活躍を期待致します。 

●本間会員 山崎会長・遠藤幹事１年間ご苦労様でし

た。コロナ禍で充分な活動が出来なかったと思います。

次年度もロータリー活動をお願いします。 

●木島会員 いつの間にか最終例会、昨年度に続き不

規則な運営ご苦労様でした。今日は久し振りに皆さん

にお会いするのを楽しみにしていました。 

●小澤崇文会員 コロナ禍の中、一年間御苦労様でし

た。働かない事の苦しみを御察し致します。 

●喜連元昭会員 山崎会長・遠藤幹事の無事な帰港お

目出とうございます。この様な時期でやりたい事も十

分やれずストレスも溜まったのではと心配はしました

が、体重にも変化は認められない様なので安心しまし

た。大変お疲れ様でした。 

●遠藤直孝会員 山崎会長・遠藤幹事１年間ごくろう

様でした。次年度はご指導よろしくお願いします。 

●秋山会員 山崎・遠藤久丸の無事の帰港おめでとう

ございます。本間・遠藤直孝丸の順風満帆を祈念致し

ます。 

 新型コロナウイルスまん延防止措置中のため 

ご家族はご招待できませんでした。ノンアル 

コールで美味しいお食事をいただきました 

 

 

 

 

●伊藤会員 山崎会長ご苦労様でした。 

●北島清高会員 本年度もいよいよ最後。運営のむず

かしい年度、会長・幹事、大変お疲れ様でした。 

●本多会員最終例会が無事に開く事が出来てうれしく

思います。アンコール無し、細かい事は気にしません!! 

●矢澤会員 山崎会長・遠藤久幹事コロナ禍の中、難

しい舵取りのクラブ運営だったと思いますが、笑顔で

ロータリーの方針通り最後まで笑顔で終えられた事さ

すがです。私は最後のニコニコになりますが、在会中

は皆さんに本当にお世話になりました。笑顔でニコニ

コさせていただきます。 

●ゴルフ同好会(川向会員・村上会員・山崎会員) 先

日ゴルフ同好会を行いました。ゾロ目がでました。当

たった人はいらっしゃいますか？（2-8-8） 

●プログラム委員会（北島正典会員） 山崎会長・遠

藤久幹事１年間ごくろうさまでした。今年度は慣れな

い卓話動画でしたが会員の皆様には少しは楽しんでい

ただけたかと思っております。次のプログラム委員会

の山岡会員に大いに希待しております。 

●出席奨励委員会(二階堂会員・杉田会員・小澤崇文会

員・三田会員) 今年度は例会やイベント開催も少なく

無条件に全員皆勤という異例な状況ではありましたが、

無事一年を終える事ができたのも皆様のご協力があっ

てのことだと思います。ありがとうございました。 

●SAA員会(喜連紘子会員・青木会員・関俊之会員) 山

崎会長・遠藤幹事１年間大変ご苦労様でした。コロナ

禍で多くの事業が中止となる中、会員相互の親睦を図

って頂き誠に有り難うございました。次年度の本間会

長・遠藤幹事におかれましても宜しくお願い申し上げ

ます。 

●親睦活動委員会(山岡会員・岡田会員・川向会員・津

戸弘樹会員・小松会員) 本年度は例会・イベント事な

ど活動らしい事はできませんでしたが、無事に活動を

終了することができました。ご協力ありがとうござい

ました。 

＊ニコニコ BOX 合計 212,000 円 累計 1,078,000 円 

出席報告・100％の紹介   二階堂出席奨励委員長 

６月２３日 在籍４５名中 出席３３名 

全会員に出席 100%記念品を配布 

閉会点鐘                 山崎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 


