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日  時：令和３年７月１４日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ            遠藤久副委員長 

開会点鐘                  本間会長 

斉  唱：なし 

会長報告 本日はありません。 

幹事報告               遠藤直孝幹事 

●次週はガバナー公式訪問合同例会です。出席は理

事と当番の委員のみです。ZOOM と後日配信の動

画でご参加ください。出席の方はネクタイ着用。 

7/28 は休会、８月の例会は 4 日の短縮例会です。 

●地区青少年交換委員会より 

 2022-23 年度の交換派遣生募集のお知らせ 

 募集説明会 ８月２２日 ZOOM にて 

 選考試験 第１次 10/10、第２次 10/17 

●地区より熱海豪雨災害支援金のお願い 

 第 2620 地区では「2620 熱海豪雨災害支援本部」

を設置し、熱海豪雨災害支援金の受け付けを開始致

しました。2750 地区もこれに賛同しクラブに支援金

をお願いすることと致しました。募金箱を用意しま

したのでお帰りにお願いします。 

クラブフォーラム 

理事会報告              本間会長 

●７月からの例会は緊急事態宣言発令のため短縮

例会で行います。感染対策のためマスク着用、検温、

消毒等を行い、斉唱は無とします。出席簿はペンを

各自持参で使い回しをしないでください。お食事は

持ち帰り弁当とし、例会後に食べてもかまいません。 

●ランドセルカバーは社会奉仕委員会のたんとう

でしたが、今年度より青少年交換委員会の担当とし

ます。これに関しましては地区のロータリー財団補

助金を申請しました。 

●今年度の期首会員数は 42 名です。今迄に無い現

委員数となりました。是非一人一名のご紹介をいた

だければ勧誘をしたいと思います。ご協力をよろし

くお願いいたします。 

●多摩中グループ IM が 2021年 5月 23日に開催さ

れます。各クラブより IM 委員会に２名選出依頼が

ありました。遠藤直孝幹事と北島正典副幹事にお願

いをしました。 

●SAA 委員会より、クールビズの終了を 10 月末と

いたします。 

●国立市社会を明るくする運動より協賛金の依頼 

例年どおり１万円を支払います。 

●出席の取扱いは、前年度同様コロナ終焉まで全員

の出席扱いとします。 

●多摩中グループ親睦ゴルフ大会が 10/7 に開催さ

れます。ゴルフ同好会で対応をお願いします。地区

のポリオ根絶チャリティゴルフ大会 10/15 開催、参

加されたい方は幹事へ連絡してください。 

●地区より熱海豪雨災害支援金の依頼 募金箱と

合せて積立金より補填して５万円を送金します。 

●来週のガバナー公式訪問は、例会の担当理事と委

員のみの出席とさせていただきます。ZOOM また

は録画を是非見ていただきまして、ガバナー卓話で

今年度の RI 会長方針、地区の方針を聞いていただ

きたいと思います。 

ニコニコＢＯＸ            磯親睦活動委員 

●本間会長 本年度も始まり早々、緊急事態宣言が

発令されてしまいました。年度早々ジタバタです。 
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●遠藤直孝幹事 ４度目の緊急事態宣言が発令さ

れましたがニコニコします。 

●小澤孝造会員 本間・遠藤丸、コロナの荒波のな

かでの航海大変だと思います。頑張って下さい、無

事を祈っています。 

●遠藤常臣会員 我家のトーモロコシおかげ様を

持ちまして今週の木・土曜日で今年は終了となりま

す。御協力頂きました皆様に、この場をもって御礼

申し上げます。 

●秋廣会員・秋山会員 本間・遠藤丸の出航心より

お祝い申し上げます。コロナ禍の中、様々な工夫と

努力が求められると思いますが、宜しくリードお願

いします。 

 

 

 

副会長               遠藤 常臣 

 本間会長はＪＣ・国立市の色々な

地域貢献・ロータリークラブと長年

活躍されておりまして、私の方から

お手伝いすることは無いかと思いま

すけれど、そういう機会がありまし

たら、本間会長に恥をかかさないよ

うに頑張りたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

会長エレクト            寺澤 武 

 会長のお話があった時にはまだ

まだ先の話しでしたが、会長エレ

クトという肩書がついて、来年な

んだという気持ちで非常に緊張し

ています。本間会長とは同日に入

会してということもありまして、

クラブのテーマ｢今だからこそ み

んなで喜ばれる奉仕をしよう｣を掲げていられる

ので、その実践を勉強して、今期は私も積極的に

行動するということと、次年度に向けた心の準備

をして参りたいと思います。次年度につきまして

も、皆様方にご協力、ご理解をいただきところが

出てくると思いますので、その時には快くご協力

の程をお願いいたします。 

 

会 計              秋廣 道郎 

 事業計画書に書いてあるとお

り、例年どおり厳正な会計管理を

していきます。特に現在の会員が

42名というのはクラブ史上最低の

人数です。人数だけで全てが決ま 

●社会奉仕委員会(本多会員・小澤谷守会員・北島正

典会員・関俊之会員・遠藤久会員・津戸弘樹会員・

磯会員) 本間会長・遠藤直孝幹事、おめでとうござ

います。まだまだコロナ禍でどうなるか不安ばかり

ですが、できる事を全力で対応してまいります。 

●SAA 委員会(小澤谷守会員・小川会員・青木会員・

木島会員・遠藤久会員) コロナに悩まされ続けて

いますが、梅雨明けも間近。SAA 一同しっかりと会

場のスムーズな進行に努めて参ります。 

＊ニコニコ BOX 合計 36,000 円 累計 181,000 円 

出席報告         三田出席奨励副委員長 

７月１４日 在籍４２名中 出席３３名 

閉会点鐘                 本間会長 

 

 

 

 

る訳ではありませんけれども、先程本間会長は一

人ずつ拡大をして欲しいと仰いましたけれども、

コロナの状況の中で、果たして真剣に皆さんに入

って欲しいと言えるのだろうかということを考

えます。できればコロナがある程度見通しが出た

段階で、秋頃に会員の拡大についての緊急な会議

を是非やっていただきたい。強くお願いをしてお

きたいと思います。 

クラブがどういう状況に置かれているかとい

う事を認識していただいて、拡大するなら本気で

やらないといけないと思います。それが会計の基

盤になると強調しておきます。よろしくお願いい

たします。 

 

SAA 委員長            小澤 谷守 

 SAA 委員は今日全員出席してい

ます。皆さんベテランの域に入って

いる方がほとんどでございますか

ら、５人で SAA の職務を１年間全

うしていきたいと思います。事業計

画書の内容はあくまでもコロナ禍

の例会運営ではなく、通常の例会運

営を書いていますので、臨機応変な対応をしていく

こととなります。会長・幹事とよく打合せをしなが

ら進めて参ります。 

最も大切な役割は、秩序ある例会運営です。５人

の委員は例会運営に関して権限を有しております

ので、委員の判断によって秩序ある例会を運営して

参りたいと考えております。１年間楽しい例会運営

に努めて参りたいと思います。会員の皆様のご協力、

よろしくお願いいたします。 

理事・委員長  就任挨拶 ① 
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ガバナー公式訪 問 
東京国立白うめ RC と合同例会 

コロナ禍の中、蜜を避けるために、例会場の出席

者は理事半数と例会に関わる委員会担当者のみ

としました。ほとんどの会員は、ZOOM による

生配信で参加・動画配信を視聴して出席すること

になりました。 

 

 

日  時：令和３年７月２１日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               小川委員 

開会点鐘                  本間会長 

斉  唱：奉仕の理想 起立して清聴 

お客様の紹介 

 三浦 眞一様 地区 ガバナー 

今藤 貫徳様 多摩中グループ ガバナー補佐 

河村 勝久様 地区 幹事 

椎名 正明様 多摩中グループ 幹事 

会長報告 本間会長 本日はありません 

 本日お出でいただいた河村地区幹事が作成に関わっ

た扇子等を、是非オリンピック・パラリンピックの応

援にご自宅でご活用ください。 

幹事報告  遠藤直孝幹事 本日はありません 

ニコニコＢＯＸ         小松親睦活動委員長 

●本間会長 三浦ガバナー・河村地区幹事・今藤ガ

バナー補佐・椎名グループ幹事、猛暑の中ご来訪あ

りがとうございます。１年間御指導お願いします。 

●遠藤直孝幹事 三浦ガバナー・今藤ガバナー補

佐・河村地区幹事・椎名グループ幹事、本日は猛暑

の中、ご来訪いただきありがとうございます。よろ

しくご指導お願いいたします。 

●小川会員 コロナ禍の中、大変な時に三浦眞一ガ

バナーにおかれましては公式訪問にお越し頂きま

してありがとうございました。 

●小澤谷守会員 三浦ガバナー・河村地区幹事・今

藤ガバナー補佐・椎名グループ幹事、猛暑の中ご来

訪ありがとうございます。１年間よろしくお願い致

します。 

●寺澤会員・北島清高会員・川向会員 第 2750 地

区三浦ガバナー・多摩中グループガバナー補佐今藤

様・地区幹事河村様・グループ幹事椎名様、御来訪

ありがとうございます。１年間宜しくお願い致しま

す。 

●小澤崇文会員 三浦ガバナー・河村地区幹事・今 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会前に行われたガバナーとの懇談会 

前例左より 椎名グループ幹事・三浦ガバナー・今藤ガ

バナー補佐、後列左より 寺澤会長エレクト・本間会長・

遠藤直孝幹事 

 

藤ガバナー補佐・椎名グループ幹事、御来訪を歓迎

致します。 

●関俊之会員 三浦ガバナー・今藤ガバナー補佐・

河村地区幹事・椎名グループ幹事、御来訪ありがと

うございます。本日は宜しくお願い致します。 

●本多会員 三浦ガバナー・今藤ガバナー補佐・河

村地区幹事・椎名グループ幹事、来訪ありがとうご

ざいます。 

●津戸弘樹会員 足を悪くしてしまい本日出席か

なわなかった父の最と私より、三浦ガバナー・今藤

ガバナー補佐・河村地区幹事・椎名グループ幹事の

御来訪心より感謝・歓迎いたします。 

●親睦活動委員会(小松会員)  三浦ガバナー・今藤

ガバナー補佐・河村地区幹事・椎名グループ幹事、

ご来訪ありがとうございます。１年間よろしくお願

い致します。 

＊ニコニコ BOX 合計 44,000 円 累計 225,000 円 

出席報告        津戸弘樹出席奨励委員長 

７月１４日 在籍４２名中 例会場出席１２名 

その他は ZOOM の生配信・動画視聴で出席 

閉会点鐘                 本間会長 
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三浦眞一 第 2750 地区ガバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 我々国立ＲＣだけでなく日本・世界のロータリ

アンの著しい減少が昨今問題になっている。三浦

ガバナーが今回おっしゃった事から解決方法を見

いだせると考えうる。 

その一つは女性会員と若い会員の増強を目指す

ことである。現会員が少しでも多く勧誘し、その

方々と奉仕に共同で参画していただき、その結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しいお話の内容は動画配信にてご覧ください 

 

 

加入していただくという流れが理想的であろう。 

 しかしながら、緊急事態宣言中では人と人の交わ

りが難しい時期である。ワクチンが普及した後、ち

ょうどオリンピック・パラリンピックが終わったこ

ろ、新しい時代の幕開けが始まると思う。その特に

我々はいち早く行動に移れるよう、今は熟考の時で

ある。（文：川向会報委員長） 

奉仕の心でつながろう 地域と世界と 


