
 

令和 2年 7月 9日発行 NO.2289 第 2442例会  会長 小川 佐内  幹事 齋藤 逸朗  会報委員長 杉森 幹男 

７月誕生日・結婚記念日祝い 

 

 点   鐘   会 長  小川佐内 

 ソ ン グ   「君が代」 

         「奉仕の理想」 

 唱   和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会 長  小川佐内 

 幹 事 報 告   幹 事  齋藤逸朗 

 プログラム 

  第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い 

  前会長幹事に感謝状・記念品贈呈 

  委嘱状の伝達 

   2020-21年度 国際ロータリー第 2790地区 

   奨学生・学友小委員会 委員長 

   ロータリー学友連絡小委員会アドバイザー 

冨 一美会員 

  奨学金授与 

  各委員会報告 

  新年度活動方針・活動計画の発表 

 

 

「結婚記念日祝い」 市原豊彦会員 
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例会報告（令和２年７月２日） 

市原会員/小川会長 

小川会長/ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん 

小川会長/冨会員 

市原前会長/小川会長/上原前幹事 



会長挨拶 

理事会報告 

「乾杯のご発声」 

 第37第会長 

  越川 忠会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日より、会長を仰せつかり

ました小川佐内です。今年度、日本ロータリーは設

立 100 周年の節目に当たるとともに、第 55 代会長

を拝命する事となりました。コロナの中ですが、活

発にロータリー活動が出来るように運営して参りた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 

第１回定例理事会 

日時：令和２年７月２日（木）午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第１号議案．６月度会計承認の件 

       承認されました 

第２号議案．2019-20年度会計報告承認の件 

       承認されました 

第３号議案．2020-21年度構成表承認の件 

       承認されました 

第４号議案．発明クラブ、金刀比羅神社書道展の協

賛依頼の件 

       承認されました 

第５号議案．前会長・幹事への感謝状・記念品の件 

       承認されました 

       石田会員、ありがとうございました 

第６号議案．お祝い関係承認の件（会員誕生日、奥

様誕生日、結婚記念日） 

       会員誕生日、結婚記念日祝いのみ 

       （ネクタイ、古西商店さんに依頼） 

       承認されました 

第７号議案．世界大会について 

       2021/6/11～16 台湾（台北）にて 

       受付開始 

第８号議案．おにぎり会ゴルフ大会の件 

       7/30 成田ゴルフ倶楽部にて 

       同好会補助金は例年通り 10名以上 

       通常例会→夜間例会 承認されました 

第９号議案．2020-21年度会費の件 

      例年通り 112,500円（半期）で承認さ

れました 

第10号議案．免除会員の件 

       R歴が20年以上+年齢=85歳以上の会員 

第11号議案．その他 

      ・ニコニコ基金について 

      ・地区補助金プロジェクトについて 

      ・ファイヤーサイドミーティングの件 

      ・ＣＤラジカセ購入の件 

      ・2023-24年度ガバナー推薦の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。今日から幹事として承りました

齋藤逸朗です。皆さんの協力無しではやっていけな

いと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

○会報受領クラブ 

・多古ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・地区大会記念誌を２冊受領しました 

・ガバナー月信号外７ 

 医療用フェイスシールド→千葉県とブラジルへ 

○その他 

・第１回第７グループ会長幹事会開催のお知らせ 

 7/10 18：00より いすみ市 藤与し 

・感謝状、急遽作成ありがとうございました 

幹事報告 



・ファイヤーサイドミーティングの件 

 

 

「新年度活動方針」 

改めまして、今年度 55 代会長になりました小川で

す。未熟ではありますけども一生懸命頑張りますの

で、1 年間、皆さんご協力を宜しくお願い申し上げ

ます。 

さて RI会長ホルガー・クナーク氏は、2020-21年度

テーマを「ロータリーは機会の扉を開く」と発表さ

れました。ロータリーとは、クラブに入会するとい

うだけでなく、「無限の機会への招待」という意味だ

そうです。また、漆原摂子 2090地区ガバナーは、日

本のロータリー100 周年の「原点、目的」に立ち戻

り、今年度のスローガンを「クラブが主役となり、

奉仕の理念の実践を！」と掲げられました。私も「活

発なクラブ運営」を通し、会員相互の輪を拡げ、ロ

ータリアンだからこそ出来る社会奉仕を念頭に、地

域自治体・新聞やメディアなどを活用しながら公共

イメージ向上を図っていきたいと思います。また、

補助金を用いた地域社会への奉仕活動にも積極的に

関わっていきたいと思います。 

今年度の基本方針について 

1．例会時に「4つのテスト」を唱和する 

2．会員増強・退会防止に努め、純増 3名を目標とする 

3．クラブ目標を設定し、中・長期計画を策定する 

4．地域に根差した社会奉仕・青少年奉仕活動を実践 

5．ロータリー財団・米山奨学会への協力 

6．インターネット会議を利用し非常時に対応 

7．納涼会・観月会・クリスマス会・親睦旅行等で 

会員相互の親睦を図ります。 

以上を基本的な方針といたします。 

会員諸兄のご指導を頂きながら、齋藤逸朗幹事と共

に頑張りたいと思いますので 1年間どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

「新年度活動計画発表」 

職業奉仕委員会 

委員長：伊藤元雄  副委員長：石田喜一 

【基本方針】 

「ロータリー運動は、倫理運動である。」これを理

解し職業と向かい合うことこそ職業奉仕の精神であ

ると考えています。そのためにも、改めて職業倫理

を考える 1年にしたい。 

そして、クラブ会員の皆様の職業が、さらに繁栄す

ることを願い活動いたします。 

また、研修等については、クラブ研修委員会とも協

力し決定していきます。 

【活動計画】 

１．職業倫理を徹底し躍進している会社社長の卓話

を計画したします。 

２．人々を喜ばせたり、楽しませたり、人々に貢献

しそれにより自分の会社も成長している会社へ

の会社訪問を計画いたします。 

クラブ研修委員会（Ｒ情報） 

委員長：古西弘和  副委員長：前川成吉 

【基本方針】 

当委員会はクラブ会員、特に新会員がロータリーを

十分理解し、ロータリー会員の特典と責務を把握で

きるよう援助していきたいと思います。また、ロー

タリーの奉仕の理念と五大奉仕をよく理解し、これ

からのクラブの在り方を皆で考えていきたいと思い

ます。 

ＳＡＡ 

委員長：小林定雄  副委員長：金髙盛二 

【基本方針】 

本年度の会長方針に基づき、クラブ例会及びロータ

リーの会合において、気品と風紀を守り会員同士の

親睦を深め、明るく楽しい会を目指します。 

【活動計画】 

１．御来賓、ビジターの来訪を、思いやりの心を持

ってお迎えする。 

２．各委員会との連絡を密にし、円滑な例会運営を

行う。 

クラブ奉仕委員会 

委員長：市原豊彦  副委員長：渡邊孝文 

【基本方針】 

会長の方針に則り、各委員長と連絡を密にして、全

員参加で明るく楽しく、会員同士の親睦を深め、よ

り多くの仲間を誘い、会員も増えるようなロータリ

ークラブになるように、会員皆様の協力のもと頑張

っていきたいと思います。 

クラブ内の輪を優先して、魅力ある例会、家族親

睦、ロータリー精神の理解索、各会員がいろいろな

立場で意見交換が活発にできる、常に参加したくな

るような楽しいクラブを目指したいと思います。 

新年度活動方針・活動計画の発表 



○出席委員会 

 委員長：安藤卓造  副委員長：石井敬二 

【基本方針】 

ＲＣ活動の基本である例会出席を促し、出席率向上

に努めます。 

【活動計画】 

１．出席率を向上させるための方策を模索します。 

２．出欠連絡の徹底を要請します。 

○親睦委員会 

 委員長：倉石昌治  副委員長：土屋俊夫 

【基本方針】 

ロータリーの原点は親睦（フェローシップ）にあり

ます。 

・会員間の友情と親睦を深め、協力してそのエネル

ギーをロータリーの５大奉仕活動に転化するこ

とに努めます。 

・そのためクラブ会員へロータリー親睦活動への参

加を促します。 

・例会における会員間の親睦のみならず家族や他ク

ラブ会員との友情を増進するような親睦プログ

ラムの企画、実施を支援します。 

・国際大会への家族同伴出席を奨励します。 

・共通の職業的関心やレクリエーションへの関心を

持つロータリアン同士の親睦プログラムの企

画・実施、並びに、活動への参加を促します。 

○プログラム委員会 

 委員長：行木英夫  副委員長：小林定雄 

【基本方針】 

クラブ全体における情報をメンバ－が共有できる場

にするとともに、メンバ－各自の発想の交換を通じ

てより有意義なものとなるよう、プログラム作成し

円滑な運営を心がけます。また、作成に関しては各

委員会との連携を密にし、例会のみならずクラブ全

体の存在価値を高め活性化を図れるよう、活動致し

ます。 

【活動計画】 

①プログラム作成の際は月間目標に該当する委員会

委員長中心に意見交換を行ったうえで作成する。 

②各行事に関しては担当委員会と打ち合わせのうえ

プログラム作成する。 

③無理のないプログラムを作成し例会を円滑に運営

する。 

 

 

 

市原豊彦君 

 …結婚記念日祝いありがとうございます 

齋藤逸朗君・小川佐内君 

 …１年間よろしくお願い致します。 

越川 忠君・土屋俊夫君・向後雅生君・冨 一美君 

鈴木恭一君・小林定雄君・石田喜一君・行木英夫君 

杉森幹男君・倉石昌治君・安藤卓造君・上原広嗣君 

金髙盛二君 

 …小川会長・齋藤幹事、1年間頑張って下さい 

本日計   18,000円 

累 計   18,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

例会日 会員数 出席 
出席率に

用いる数 
％ 

7月 2日 29 21 26 80.77 

 
☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

ニコニコボックス 


