
- 1 - 

 

 

 

日  時：令和３年７月７日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ            小澤谷守委員長 

開会点鐘                  本間会長 

国歌斉唱 

斉  唱：奉仕の理想 

四つのテスト 

お客様の紹介             本間会長 

今藤 貫徳様 多摩中グループ ガバナー補佐 

椎名 正明様    〃    グループ幹事 

会長就任挨拶          本間康彦会長 

第 53 代会長に就任させていた

だきました本間康彦です。各理

事・委員長にはこれまで協議事項

等の会議をしていただき今日の

日を迎える事ができました。大変

喜んでおります。皆様ご苦労様で

ございました。これから１年間私

を支えてくれればと思います。 

本年度のテーマとして『今だからこそ みんなで

喜ばれる奉仕をしよう』としました。本来なら炉辺

会議等でお酒を酌み交わすこの場にしたいと思っ

ておりましたが、そのような事態ではございません。

ZOOM 等の会議ばかりで触れ合いが全く無いこの

時期です。 

本年度の RI 会長シェカール・メータ氏は「奉仕

しよう みんなの人生を豊かにするために」をテー 
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新旧理事役員 奉告祭 

マにされ、いろいろ掲げておりますが、とにかく拡

大を、1 人 1 名の拡大をして 130 万にしようではな

いかという壮大な目標を掲げています。 

地区の三浦眞一ガバナーには 21 日の公式訪問で

色々なお話が聞けるのではないかと思っています。

本日来所されているガバナー補佐・椎名グループ幹

事にはご指導いただいてこれから１年間楽しくや

っていきたいと思っております。 

世界を根幹とするコロナ禍の真っただ中でござ

います。会員同士の親睦活動もできない状態です。

ウイルスの脅威で奉仕活動はおろか外出もままな

らない現状です。そんな中でロータリークラブはど

んな活動ができるのか、ロータリーを市民にどのよ

うに伝えていけばいいのか、とても苦労しておりま

す。今迄の様に握手をして触れ合いながら感じられ

る奉仕活動ができない、前年度の山崎会長も大変苦

労したと思われます。かなりの方がワクチンを接種

されてきている今、殻に閉じこもるのではなく、そ
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れを機に外に出ようという方もいると思います。そ

のような方と共に、会員一人一人活力ある奉仕活動、

会員相互の親睦、例会に来て元気をもらえるような

例会運営を行っていきたいと思います。 

時代は変わってきていますけれども、会員の皆様、

是非このコロナ禍、令和の疫とも言われています。

この伝染病を克服して楽しいロータリークラブを、

楽しい生活を取り戻すことに、共に活動していきた

いと思います。皆様方と模索しながら復活していき

たいと思いますのでご協力をよろしくお願いいた

します。そして、幹事を快く引き受けていただいた

遠藤直孝会員と二人で盛りあげていきたいと思い

ます。一年間よろしくお願いいたします。 

幹事就任挨拶                  遠藤直孝幹事 

 本間会長のもと幹事を努めさ

せていただきます。今藤ガバナ

ー補佐・椎名グループ幹事には、

大変お忙しい中お越しいただき

まして、ありがとうございます。

一年間ご指導いただきたいと思

います。よろしくお願いいたし

ます。 

本間会長とは国立第一中学校の同級生でござい

ます。共に勉学に励んだ中でございますが、幸いに

して同クラスにはなりませんでした。卒業して45年

経って縁がありクラブの会長・幹事となり、一生懸

命努めさせていただきます。 

 今日は梅雨空の中７月７日七夕で年に１回天の

川で織姫と彦星が会える日でございますけれども、

朝雨で憂鬱な気分になったのですけれど、お陰様で

晴れました。本間・遠藤丸も始まったばかりですが

前途明るいと安心したところでございます。今年１

年よろしくお願いいたします。 

感謝状・記念品の贈呈          

本間会長より、前年度

の山崎会長・遠藤久幹

事に感謝状と記念品の

贈呈 

会長報告               本間会長 

●本日 11 時 30 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 5 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。 

●地区役職委嘱状の贈呈 

千葉伸也会員  

公共イメージ委員会・クラブ広報支援委員会委員 

北島清高会員  

青少年奉仕委員会・インターンシップ委員会委員 

幹事報告               遠藤直孝幹事 

●地区第１回会長幹事会  

 日時 ７月８日（木）15 時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 本間会長・遠藤幹事 

●第１回米山記念奨学セミナー 

 日時 ７月１２日（月）15 時 

    ZOOM セミナー 

 参加 小川米山奨学委員長 

●ポリオ根絶チャリティゴルフのご案内 

 日時 10 月 15 日（金） 

 場所 青梅ゴルフ倶楽部 

 登録締め８月 16 日です、詳細は掲示板で確認の

うえ、参加ご希望の方はお申し込みください。 

●７月のロータリーレートは 1 ドル 111 円です。 

●今年度の上期年会費等の案内をメールボックス

引出に配布いたしました。７月末までのお振込みを

お願いいたします。 

クラブ協議会             本間会長 

「会員増強とコロナ禍の奉仕活動について」               

 コロナ禍で現在会員数 42 名です。最近では最低

数となってしまいました。外出等が出来ない方も多

いと思います。ロータリーにおいても、どこまでし

ていいのか明確になっていないところです。RI 会長

は、この苦しい中で会員１名が１名の拡大をしよう

と、大変な課題を投げかけられております。苦労し

ている飲食の方、介護の方も、医療の逼迫している

中で、ロータリー活動をどうすれば拡大できるのか

を色々模索しています。会員増強委員長、ご意見は

ございますか。 

■喜連元昭会員増強委員長 今年は非常に困難な時

期で、とりわけ２年近くに渡って活動ができていな

いので、まずロータリーの認知度が落ちてしまって

いる。活動が人の目に届かなくなっています。更に

緊急事態宣言が出そうな中で声掛けがなかなかで

きない。更に RI 会長の会員の急速な拡大が目標に

なっています。数合わせで勧誘すると、入れた方に

も失礼な事にもなります。 

 まず、ロータリーの価値を PR していただく、個

人では中々できません。組織として活動支援の力に

なるような事をやっていただく事。そう言った背景
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左：今藤ガバナー補佐  

右：椎名グループ幹事 

を見ながら皆さんから情報をいただき、何とかうま

くアプローチをしていきたい、よいアドバイスがあ

ればいただきたいと思っております。 

■本間会長 とにかく認知度ですね、国立ロータリ

ークラブが何をしているのか知られていないです

ね。何十年もやっているランドセルカバーも、クラ

ブ名が書かれていることすら知られていません。認

知度の活動のやり方を検討しないといけないと思

います。またこの状況の中で無理に入会をしてもら

うことはできません。拡大が難しい時代だと思って

います。情報があれば私や増強委員長にご連絡くだ

さい。コロナ禍においての奉仕活動について北島清

高会員ご意見をお願いします。 

■北島清高奉仕プロジェクト理事 本年度は当クラ

ブがどんど焼きの主催幹事団体です。クラブの方針

として今やっていかなければいけない事、三浦ガバ

ナーは「奉仕のこころでつながろう」ということで

すが、会長の言われる奉仕の模索中の所を教えてい

ただきたい。 

■本間会長 ロータリーにかかせない奉仕、市民に

知名度を上げるための奉仕を模索中です。例年であ

れば市民祭・桜フェス・リンクなどに携わってきま

した。その中でも認知度が上がったかと思えばそう

ではないと思います。予算も人も足りないです。何

十年もやっているどんど焼きも主団体ですが、認知

度が少ないと思います。活躍する場を探したいと思

っています。皆様もアイデアをお願いします。ガバ

ナー補佐からもご助言をお願いします。 

今藤ガバナー補佐よりご挨拶と講評 

 本間会長とは、私は木

島会長と同期会長で、そ

の幹事が本間会長でし

た。前からよく存じ上げ

ています。 

増強については、昨年

末には地区では4600人を

切り、三浦ガバナーは地 

区で何とか５千人にしたいと願いです。是非１クラ

ブ４名の純増をお願いしたいというガバナーのお

話です。少しずつご協力いただきたればと思います。

また私もガバナー補佐初めてで緊張します。本間会

長も緊張しています。クラブの皆様に協力いただき

ながら一年間終了した時にホッとされて慣れてく

る。最初に緊張する時間が長いと自分の思いがしっ

かりと伝えられないと思います。是非お会いした時

に、諸先輩には奉仕という中での笑顔で本間会長を

迎えていただいて良い船出をしていただけたらと

思います。優しい目でご挨拶をしている、それも奉

仕です。クラブの雰囲気も変わり、それが外から見

た方も良い雰囲気だと思われると思います。楽しい

１年間の東京国立ロータリークラブで居ていただ

ける事が本望です。 

会員記念日紹介       小松親睦活動委員長 

７月のお祝い           

会員誕生月 

遠藤直孝幹事（31 日） 

喜連元昭会員（28 日） 

伊藤 明会員（26 日） 

津戸弘樹会員（7 日） 

磯  昇会員（22 日） 

夫人誕生月        

津戸最会員夫人・敏子様 

岡本正伸会員夫人・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        遠藤常臣親睦活動委員 

●今藤ガバナー補佐・椎名グループ幹事 初例会お

めでとうございます。一年間どうぞよろしくお願い

致します。 

●本間会長 いよいよ本日より会長として出発さ

せていただきます。１年間皆様のご協力のもと遠藤

幹事ともどもよろしくお願いします。今藤ガバナー

補佐・椎名グループ幹事のご来訪ご苦労様です。１

年間よろしくお願いします。 

●遠藤直孝幹事 本間会長の幹事を仰せつかりま

した。皆様よろしくお願いいたします。今藤ガバナ

ー補佐・椎名グループ幹事１年間ご指導よろしくお

願いします。誕生日のプレゼントありがとうござい

ます。 

●時田会員 本間丸・遠藤丸の舟出を心よりお祝い

申し上げます。 

●吉野会員 本間会長・遠藤幹事、新しい年度の出

航を祝しニコニコいたします。 

●小川会員・内山会員 本年度の本間会長・遠藤幹

事一年間頑張って下さい。コロナに負けずにいきま

しょう。内山はしばらく振りの例会です。宜しくお

願いします。 

●杉田会員 本間会長・遠藤幹事一年間宜しくお願 
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7 月誕生月の喜連元昭会員・磯会員・ 

津戸弘樹会員・伊藤会員 

いします。又、早く通常例会に戻れることをお祈り 

しています。 

●村上会員 本間・遠藤丸の出航を祝してニコニコ

します。今藤ガバナー補佐・椎名グループ幹事、御

来会ご苦労様です。１年間宜しくお願い致します。 

●岡本会員 本間、遠藤直孝丸の出航のお祝いと、

無事の帰港を祈念しニコニコします。また本日は今

藤ガバナー補佐・椎名グループ幹事には、コロナ禍

にも拘わらずの御来訪歓迎申し上げます。今月は妻

の誕生月です。お祝いをありがとうございます。一

日も早いコロナの収束により、充実したロータリー

年度となることを期待しています。 

●小澤谷守会員 本間会長・遠藤直孝幹事、一年間

共に頑張りましょう。早く通常の活動が出来ますよ

うに!!七夕に願いを！今藤ガバナー補佐・椎名グル

ープ幹事のご来会歓迎いたします。妻への誕生祝い

ありがとうございます。 

●山崎会員 本間会長・遠藤(直)幹事コロナの中で

のスタートになりますが１年間頑張って下さい。 

●遠藤常臣会員 本間・遠藤丸の船出心よりお祝い

申し上げます。コロナ禍の中のロータリーですが、

運営宜しくお願い致します。又、今藤ガバナー補佐・

椎名グループ幹事の御来訪歓迎致します。 

●寺澤会員 本間・遠藤丸の無事な出航おめでとう

ございます。中屋のとうもろこしを食べた翌日に長

男の所に孫が産まれました。生命力のあるとうもろ

こしに感謝申し上げます。 

●木島会員 ワクチン接種も徐々に進み、社会も落

ち着きを取り戻しつつあります。本間会長・遠藤(直)

幹事の息の合ったロータリー運営を期待して止み

ません。祝出港!!! 

●小澤崇文会員 本間・遠藤丸の舟出を御祝いしま

す。同級生丸の大漁旗を揚げての無事の帰港を祈り

ます。 

●喜連元昭会員 本間丸の船出お目出とうござい

ます。今年度も先の見通せない霧の中の出航となり

ましたが持前の正確な配線図と船長・機関長の腕と

度胸で乗り切って輝かしい帰港を期待しています。 

●北島正典会員 本間会長・遠藤直孝幹事の船出を

祝し大ニコさせていただきます。一年間御指導お願

いします。今藤ガバナー補佐・椎名グループ幹事の

御来訪歓迎いたします。 

●関俊之会員 本間会長・遠藤直孝幹事、１年間大

変お世話になりますが、宜しくお願い致します。 

●北島清高会員 本間会長・遠藤直孝幹事いよいよ

出発です。おめでとうございます。まだまだ難しい

舵取りですが宜しくお願い致します。お手やわらか

に!! 

●鈴木会員 本間会長・遠藤幹事、１年間お世話に

なります。宜しくお願いします。 

●本多会員 本間会長・遠藤直孝幹事、一年間どう

ぞよろしくお願いします。 

●遠藤久会員 新年度のスタートおめでとうござ

います。前年度はいっぱいガマンの一年だったので、

今年はきっと楽しい年になると思っております。ま

た妻の誕生祝い有りがとうございます。 

●山岡会員 本間会長・遠藤直孝幹事、今年１年間

頑張って下さい。 

●二階堂会員 本年度は青少年奉仕委員長として

精一杯お手伝いをさせていただきます。不慣れな事

ばかりでご迷惑をおかけする場面もあるかと思い

ますが、何卒宜しくお願い致します。 

●津戸弘樹会員 本日は私の誕生日と母の誕生日

プレゼントありがとうございます。本日より新年度、

一年間どうぞ宜しくお願いいたします。 

●磯会員 昨年ロータリーに入会して２回目の誕

生日を迎えお祝いして頂き夫婦共々感謝しており

ます。コロナ禍の中皆様お身体御自愛下さいませ。

今日はありがとうございました。 

●親睦活動委員会(小松会員・喜連紘子会員・岡田会

員・伊藤会員) 本間会長・遠藤直孝幹事１年間お世

話になります。早く通常活動ができる様頑張りたい

と思います。よろしくお願い致します。伊藤明会員

より夫婦共々誕生日プレゼントありがとうござい

ました。 

＊ニコニコ BOX 合計 145,000 円 

出席報告        津戸弘樹出席奨励委員長 

７月 ７日 在籍４２名中 出席３４名 

閉会点鐘                 本間会長 


