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日  時：令和３年 10 月 6 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・ロータリーソング唱和・四つのテスト 

立席・清聴 

会長報告  

米山功労者表彰 第 1 回 

鈴木政久会員  

米山奨学事業へのご寄付に対し 

心から感謝の意を表します。 

米山功労クラブ 第 27 回 

クラブでいただきました 

幹事報告               遠藤直孝幹事 

●10 月のロータリーレートは１ドル 112 円です 

●地区第２回インターンシップ委員会の開催 

 日時 １０月７日（木）15 時 

 場所 ガバナー事務所 

 出席 北島清高委員  

●多摩中グループ 歴代会 

 日時 １２月２日（木）18 時 30 分 

 場所 ホテルエミシア東京立川 

 出席 小川会員・村上会員・山崎会員 

●職業奉仕セミナー 

内容 ボランティア・サービス・奉仕を渋沢栄一の 

 

 

 

生涯から読み解き、世界の平和と共存を目指す

SDGs を理解し、これからのロータリー活動を見据

える機会として企画 

日時 11 月 12 日（金）14 時 30 分 

 場所 ホテルニューオータニ 

 出席 北島清高奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ理事・伊藤職業奉仕

委員長 他出席希望者は事務局へ 

●地区ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）

パートⅡ開催のご案内 

日時 11 月 18 日（木）９時～17 時 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター  

詳細は掲示板・出席希望者は事務局へ 

●地区国際大会推進委員会より  

６月開催のヒューストン国際大会のパンフレッ

トをメールボックスに配布しました。参加される方

は登録をお願いします。 

●公共イメージセミナー 

 日時 11 月 11 日（木）15 時 

    ZOOM によるオンラインセミナー 

 出席対象者 幹事・公共イメージ委員・興味の 

ある方、参加希望の方は事務局へ申込し 

てください 

●多摩中グループ IM 実行委員会 

 日時 10 月 26 日（火）18 時 

 場所 パレスホテル立川 

 出席 IM 実行委員 遠藤幹事・北島正典委員 
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クラブフォーラム 

理事会報告              本間会長 

●指名委員の選出について  

次年度会長ノミニーを指名するための指名委員

会は、クラブ運営規定により、11 月に指名委員会を

開催することになっています。しかし今年度はこれ

までのところ例会が変則であるため、例年どおりの

2 回の指名委員会の開催ができるかわかりません。

そこで、本日 10/6 に理事会で指名委員を決定し、

第 1回目の指名委員会を開催して指名委員長を選出

したいと思います。 

次年度会長ノミニー（次々々年度会長）候補を指

名する、指名委員会のメンバーを発表します。会長 

本間康彦 ・幹事 遠藤 直孝・会長エレクト 寺澤武

会員・副幹事 北島正典会員・会長経験者 内山健治

会員・会長経験者 山崎義晴会員・幹事経験者 喜連

紘子会員・幹事経験者 喜連元昭会員・５年以上在籍

者 秋山治一会員・５年未満在籍者 本多鋼治会員。 

第 1回指名委員会を開催し指名委員長を決めます

ので、委員の方は一時廊下へ集合ください。 

 第１回指名委員会の結果、指名委員長に山崎義晴

会員が決定いたしました。よろしくお願いします。 

●例会休会時のお食事代について  

年度初めより多くの例会が開催できなかったの

ですがお食事代として用意致しませんでした。今後

のコロナの状況にもよりますが、年忘れ家族例会を

企画していますので、会員のお食事代に充てること

も考えています。またニコニコもまだ少なく、次年

度に向けて補填も考えなくてはいけないため、お食

事代については保留とさせていただきます。今後流

用等をする時には理事会を経て説明をさせていた

だきます。 

●親睦活動委員会・職業奉仕委員会合同企画 

｢スポーツ例会｣の日程について  

北島清高奉仕プロジェクト理事より説明 

 11/24（水）に谷保地域を散策しながら史跡巡りを

予定しています。詳細は炉辺を経て 11 月はじめに

ご案内いたします。 

●年忘れ家族例会について 

 12/22(水)パレスホテル立川で予定しています。 

●９月に地区より「佐賀・長崎豪雨災害支援金のお

願い」がありました。日程の都合により一人当たり

500 円として 21,000 円をクラブより送金いたしま

した。今後の災害発生時には卓上募金をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月誕生月の小澤谷守会員・遠藤常臣会員 

10 月誕生月の寺澤会員 

 

会員記念日紹介       小松親睦活動委員長 

９月のお祝い           

会員誕生月 

小澤谷守会員（22 日） 

遠藤常臣会員（18 日） 

秋山治一会員（4 日） 

川向輝樹会員（23 日） 

夫人誕生月        

小川誠会員夫人・恵美子様 

北島清高会員夫人・友子様 

１０月のお祝い 

会員誕生月 

五十嵐一典会員（27 日） 

寺澤 武会員（15 日） 

千葉伸也会員（27 日） 

本多鋼治会員（27 日） 

夫人誕生月        

五十嵐会員夫人・啓子様 

時田会員夫人・陽代様 

杉田会員夫人・伸子様 

遠藤直孝会員夫人・直子様 

ニコニコＢＯＸ          岡田親睦活動委員 

●本間会長 お久しぶりでございます。2 ヶ月ぶり

の例会、よろしくお願いします。もう、コロナよ、

飛んで行け!! 

●遠藤直孝幹事 約 2 ヶ月ぶりの通常例会です。第

6 波も必ずやって来ると言われています。感染防止

に努め安心な例会を心掛けましょう。妻の誕生日プ

レゼントをありがとうございます。 

●時田会員 家内の誕生日のお祝い誠に有難うご

ざいます。2 人合せて 162 才となりました。共に頑

張りたいと思います。宜しく!! 

●小川会員 9 月は妻の誕生月でした。幾つになっ
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ても嬉しいものです。誕生祝をぐっと渡したいと思

います。ありがとうございました。 

●杉田会員 10 月に入り緊急事態宣言も解除され

ました。早く平常に戻る事を祈願してニコニコ!!今

月は奥様の誕生月です。お祝いの品、有がとうご

ざいます。 

●村上会員 久しぶりの例会参加です。コロナに

負けない様にガンバリましょう～ 

●小澤谷守会員 誕生祝いありがとうございます。 

●寺澤会員  誕生日のお祝いありがとうございま

す。無事に還暦を迎えることが出来ます。今後も

健康に注意して、元気に暮らしたいと思います。

久々の例会楽しみです。 

●遠藤常臣会員 誕生日のお祝い有難うございます。 

 

 

 

会員組織理事            村上 隆秀 

 本間会長のテーマ「今だからこ

そ みんなで喜ばれる奉仕をしよ

う」を実践していきます。会員増

強委員会と全会員の協力のもとで

会員増強と退会防止に努めていき

たいと思います。 

今は空席がありますが、年度終

りには空席が埋まるように、皆さんお誘いあわせ

の上、仲間を増やしていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

 

広報理事              関 俊之 

 広報を積極的に行うことに伴

って、会員の増強にも繋がって

いくのだろうと思います。色々

な方法を模索していきながら広

報活動をしていけたらと思って

います。昨今はコロナの関係で

イベントが軒並み中止・縮小に

なり、広報活動が難しい現状ですが、何とか努力

をしていきたいと思いますので、皆様方のご協力

を合わせてお願いいたします。 

 また、IT では先般 ZOOM による例会の配信を

試してみましたが、このような事は今後もっと需

要が増すと思われます。通信の環境も整えていき

たいと思っています。今月中にはこの例会場で

Wi-Fi が使えるようになります。ご利用をしてく 

ださい。 

●岡田会員 長い長い緊急事態宣言が解除になり

ニコニコ致します。 

●北島清高会員 妻への誕生日プレゼントありが

とうございます。今年もこれで済ませます。 

●三田会員 久しぶりの例会、皆様にお会いで

き、ニコニコします。 

●ゴルフ同好会(時田会員・秋廣会員・山岡会員) 

少し前になりますが 8/31 小金井カントリーでゴル

フ同好会コンペが行われました。１位山岡会員・

２位秋廣会員・３位時田会員でした。 

＊ニコニコ BOX 合計 48,000 円 累計 291,000 円 

出席報告         三田出席奨励副委員長 

１０月 ６日 在籍４２名中 出席２８名 

閉会点鐘                 本間会長 

 

 

 

奉仕プロジェクト理事        北島 清高 

 昨年度から軒並み奉仕関係の

イベント等が中止になり、今年も

心配をしております。すでに市民

祭が中止になっていますので、ま

ず職業奉仕委員会でスポーツ例

会を兼ねて 11 月に始めさせてい

ただきます。徐々にこのような形で今年度は例年並

みに奉仕ができればいいかと思っています。 

来年早々のどんど焼きは当クラブが当番団体に

なっていますので、皆様方には新年早々ご協力のお

願いを申し上げます。その節はよろしくお願いいた

します。 

 

 

米山奨学・R 財団理事        鈴木 政久 

 本間会長のクラブ重点目標と

して、ロータリー財団への支援、

米山記念奨学会への支援をあげ

ております。それに基づき、皆様

のご協力を頂きながら一年間努

めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

理事・委員長  就任挨拶 ② 

 

10 月は米山月間 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、勉

学・研究のために日本に在留している私費外国人留

学生に対し、日本全国のロータリアンからの寄付金

を財源に奨学金を支給し支援する、民間の奨学財団

です。（公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 HP より） 
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親睦活動委員長           小松 正典 

 奉仕として、親睦活動委員が協

力し、会員同士の親睦を深めてい

く。昨年度に続き、本年度も新型

コロナウイルスの影響で、しばら

くはできることも限られてしま

う可能性があります。こんな状況

の時だからこそ、今年の本間会長

のテーマである「今だからこそみんなで喜ばれる奉

仕をしよう」を実践できるように目指したいと思い

ます。 

 納涼例会は出来なかったのですが、スポーツ例

会・年忘れ家族例会・親睦旅行は計画通りに出来

たらいいなと思っていますので、ご案内させてい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただきます。１年よろしくお願いいたします。 

 

 

プログラム委員長          山岡 眞茂 

 昨年同様コロナの影響で卓話

講師をお呼びした計画がなかな

か出来ない状況ですので、初め

は地区のセミナーの動画を見て

いただいたり、会員卓話を中心

にやっていこうと思います。 

また、去年の北島委員長の動画配信も参考にし

ながら、知恵を絞ってやっていきたいと思ってい

ますので、皆さんご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


