
 

 

第 1093 回例会 2021 年 7 月 6 日 

□司  会     吉田  穣君 

□開会点鐘     山崎 芳雄君 

□R ソング  『国歌』『奉仕の理想』 テープ 

□慶  祝 

  誕生日祝 

    清水一典君 西澤尚夫君 斉藤惠理子君  

    水野泰雄君 宮澤広一君 渡邉章貴君 

  創立記念祝 

    ㈱笠原工業  笠原一洋君  

    日本生命   伊藤 豪君 

□ゴルフカップ寄贈 西澤尚夫君 

 創立 25 周年記念ゴルフ大会 

 

□ラッキー賞 

  提供者   山崎 芳雄君 

   『宮古島マンゴー』 

    柄澤  堯君 

 

□委員会報告 

 広報情報委員会  

 『ロータリーの友紹介』 

 柄澤 堯君 

 プログラム委員会 合原亮一君 

    「会員卓話のお願い」  

 
山崎 芳雄君                                

私、山崎と清水幹事とで今年

度のクラブ運営と言う大役を

任される事になりました、 
当然皆さんのご協力とご指導

が頂けなければクラブの運営、

クラブ計画等の実行をする事が出来ません、皆様

のお力をお借りしまして今年度のクラブの運営に

全力で取り組んでまいる所存ですので宜しくお願

いを致します。 
 昨年の春頃には数ヶ月も経てば新型コロナウイ

ルスも終息すると誰しも思っていた事でしょう、

しかし既に Covid１９が発表されてから１年半以

上が経ちますが一向に収束の兆しが見えず、オリ

ンピックの開会式を目前に第 5 波さえ懸念される

など先が見えない状況が続いています。 
 ワクチン接種が唯一の頼みですが政府の対応の

遅さにも疑問は有りますが、何とか早くこの状況

が落ちついてくれることを望んでやみません。 
昨年、今年とコロナ禍の影響で例会の回数も減り

メンバー同士、クラブ間との親睦も思うように行

かないのが現状でしたが、今後ワクチン接種も

徐々に進み以前のような社会生活が戻る事とは思

いますが、新型コロナの影響により世の中の様々

な物が劇的に進化し又変化をした事も事実でコロ

ナ終息後の社会、経済がどの様に変化するのか多

いに興味の有るところです。 
 地区の方針で会議、研修会等は今後もリモート

がニューノーマルとして定着する事と思います、

リモートでの会議は経済的にも危機管理面でもリ

スクが少ない素晴らしい手法だとは思いますが、

全てが全てでは無く親睦の基本は対面でのコミュ

ニケーションだと思います。 
 昨年度の例会もほとんどが黙食で本来の会員同

士の本来有るべき姿での親睦があまり図れ 
なかった現状でした。 
全ての人にワクチン接種が進みコロナ禍が収束す

る日もそう遠くはいと思っています。 
例会でのコミュニケーション、笑談しながらの会

食、夜間例会、家族例会、奉仕活動等で更に会員

同士の親睦を深めロータリアンとし目指す奉仕活

動を充実させる意味で今年度のクラブテーマを

『繋がりを強化し親睦の輪を広げ交流と奉仕の

会 ⾧ 挨 拶 
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充実を』とさせて頂きました。計画を具体的に実

行するためには各部会が中心となり進めなければ

なりません、提案として、各部の具体的目標を推

進するに当たり委員長が単独で決めるのではなく

委員長が中心となり各委員会の中で議論し決議す

る全員参加の委員会運営が必要だと考えます。 
委員会の決議事項が有る時はその都度また、月に

一回程度任意の時期、時間に例会の後等に各々の

委員会員がその議題につて議論する、名簿に名前

が有るだけでは無い情報共有が出来る委員会をお

願いします。 
 本日の例会より私にとっては長い一年が続く訳

ですが、どうぞ会員皆様のご指導、ご鞭撻を 
頂ましてクラブ計画の目標の達成にご協力を宜し

くお願い申し上げます。 

 
        清水 一典君             

１. RI より 
 ・財団室ニュース ７月号   
 ・コーディネーターニュース 7 月号 
 ・日本事務局在宅勤務延長のお知らせ 
２. ロータリー文庫運営委員会より 
 ・ロータリー文庫 WEB サイトについ

てのご案内 
恵送   
  ・上田 RC 様・桐生赤城 RC 様・・・会報 

・RICOH・・・チラシ 
会員配布物 
  ・当クラブ会報 第 1092 号 
  ・月信 ７月号(ファイル付き) 
  ・ロータリーの友 ７月号 
  ・当クラブ計画書 

  ・2021-22 年度会員卓話のお願い 

 

 

 
 

               渡邉 章貴君 
 

 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  25 4 0 84.00％ 
前々回 26 3 2 96.15％ 
 

山崎芳雄君  本日より 1 年間皆様のお力をお借り

して大役を務めさせて頂きますので

どうぞ宜しくお願い致します。 

清水一典君  今日から新年度、幹事という大役で

すが皆さん宜しくお願い致します。 

生川秀樹君  山崎会長、清水幹事 1 年間よろしく

お願いします。 

杉山 裕君  新年度が始まりますが、このまま新

型コロナウィルス感染症が収束する

ことを祈っています。 

肥田野秀知君 今年度よろしくお願い致します。 

飯島 俊勝君 柄澤  堯君 北村 久文君 
小嶋 修一君 松澤 一志君 宮原 宏一君 
宮澤 広一君 水野 泰雄君 西澤 尚夫君 
斉藤惠理子君 田中 栄一君 横沢  正君 
合原 亮一君 山田  豊君 吉田  穣君 

役員・小委員長方針発表 
新年度委員長の皆様に事業計画を発表いただきま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAA 吉田 穣君 

クラブテーマに沿った例会運営、秩序正し

く和やかな例会進行に努めます 

クラブ強化部・会員増強委員長 

宮澤広一君  

今年度会員増強は重要課題です。30 人体

制を目指します。 

例会運営部長・プログラム委員長 

合原亮一君  

新型コロナウィルス感染症に対応しな

がら会員卓話・夜間例会・オンライン例

会などバランスの取れた例会を計画し

ます。 

会報委員長 北村久文君 

例会報告や情報発信としてクラブテー

マに沿った紙面の作成を行います。例

会時委員以外のご協力もよろしくお願

いします。 

奉仕プロジェクト部長  

飯島伴典君 

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・R 財団各委員会とのコミ

ュニケーションを図り社会貢献活動を行います。 

ガバナー補佐 表敬訪問・会員卓話 職業紹介 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 

プ ロ グ ラ ム 

ニコニコBOX 喜投額  7/6例会 66,000円 

今年度累計 66,000 円  目標達成率 13.63% 

広報情報委員長・デジタル化推進委員長  

水野泰雄君  

今年度はロータリーの広報活動と 
デジタル化への推進を積極的に進め
て参ります。  

７月 27 日 例 会 予 定 


