
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 2 年 9 月 3 日発行 NO.2292 第 2445 例会  会長 小川 佐内  幹事 齋藤 逸朗  会報委員長 杉森 幹男 

８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 

  委嘱状の伝達 

   2020-21年度 国際ロータリー第 2790地区 

   ＲＬＩ実行委員会 委員 土屋俊夫会員 

 委員 冨 一美会員 

  奨学金授与（ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん） 

  各委員会報告 

  卓話『地区補助金を活用した社会奉仕プロジェ

クトについて』 小川佐内会長 

 

 

「誕生祝」 杉森幹男会員  古西弘和会員 

      野島暉通会員  市原豊彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○委嘱状の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○乾杯のご発声 

 第41代会長 

 内田裕雄会員 

 

 

 

 

 

例会報告（令和２年８月６日） 

市原会員 / 小川会長 / 野島会員 / 古西会員 

小川会長 / ビャンバさん 

 

土屋会員 / 小川会長 / 冨会員 



 

 

幹事報告 

会長挨拶 

理事会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 1 日に梅雨明けが発表されました。今年は線状

降水帯がいたるところで発生し、多くの河川が氾濫

するなど大きな被害がありました。関東甲信地方は

平年より 11 日遅く、これまで 3 番目に遅い梅雨明

けとの事です。また今日は、世界ではじめて原子爆

弾が広島に投下された日でもあり、広島平和記念式

典が開かれました。新型コロナ第 2波の感染が全国

的に広がっています。千葉県内でも感染クラスター

が発生し、地元横芝光町や山武市でも感染者が出る

などクラブ運営の上でも深刻な状況となっています。

明るい出来事として、将棋界では最年少で棋聖を獲

得した藤井聡太 7段の勢いが止まりません。現在王

位七番勝負が行われていますが、初挑戦にも拘わら

ずこれまで第 1局から 3局まで 3連勝し、タイトル

奪取に王手をかけました。もし王位を獲得すると、

最年少での二冠と最年少で八段昇段という 2つの大

記録を同時に達成する事になるそうで、将棋に縁の

ない私も含め日本中の人々の注目が集まっており、

是非タイトルを獲得して頂きたいと思います。 

 

 

第 2回定例理事会 

日時：令和 2年 8月 6日（木） 午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．7月度会計承認の件 

       承認されました 

第 2号議案．会費納入状況について 

       29名中 22名からの納入を確認 

       前期未納 1名→もう 1ヵ月様子見で

全員一致 

第 3号議案．地区補助金奉仕プロジェクトについて 

       30万円の補助金を申請 

       →＄1,289、当年度に限り地区からの 

        追加配分として 102,000円 

       補助金総額は 23～24 万円と大幅カ

ット 

       チャリティーコンサートの運営を進

める 

第 4号議案．新型コロナ第 2波関連の件 

横芝光町 30代男性・山武市 50代女性に感染者確認 

5人以上の会食を控えるよう指導あり 

 ①今後の例会開催について 

  ・8月 20日、27日の通常例会 

   →コロナウイルス感染拡大防止のため休会 

  ・20日、27日に Zoomの講習会を開催予定 

  ・9月 3日（木）理事会・通常例会 

   →予定通り開催 

 ②開催する場合の対策について 

  ・マスクの着用、体温測定、蜜を避けた食事、 

   風通しを良くする、Zoomの活用 

 ③観月会の開催（延期等）について 

  ・9月 24日→延期、未定 

 ④野球観戦開催（延期等）について 

  ・9月 10日→延期、来春予定 

第 5号議案．2022年規定審議会への議案提出の件 

       地区へ任せる 

第 6号議案．2021-22年度ガバナー補佐の選考につ

いて 

       地区の方針に従う 

第 7号議案．その他 

       9月 18日に日本のロータリー100周

年記念切手 500万枚発売 

       1シート 84円×10枚 

 

 

○例会のお知らせ 

・多古ＲＣ ・小見川ＲＣ 

・東金ＲＣ ・大網ＲＣ 

・八日市場ＲＣ 

・茂原中央ＲＣ 

○活動計画書受領クラブ 

・多古ＲＣ 

○会報・週報受領クラブ 

・小見川ＲＣ ・多古ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・ガバナー事務所夏季休業のご案内 

・「日本のロータリー100周年」記念切手 9/18発売 

 84円×10枚 1シート、840円 



 

 

委員会報告 

卓話 

 500万枚→50万シート 

 郵便局にてお買い求め下さい 

○その他 

・財団室ＮＥＷＳ ・コーディネーターニュース 

・米山財団特別寄付：青柳会員、冨会員 

・Ｒ財団特別寄付：冨会員 

 

 

◇土屋会員より 

・ＲＬＩパートⅡを 8/8に開催致します。コロナの

影響で、人数を制限しての開催となります。実

行委員として参加してきます。 

◇Ｒ情報より 

・今月のロータリーの友 P57に、当クラブの鈴木匡

哉会員の投稿が記載されていますのでご報告い

たします。 

 

○近状報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。皆さんのご支援、ありがとうございま

す。自分の普段の生活について報告をしたいと思い

ます。今、コロナのせいで学校の授業の半分ぐらい

がオンライン授業で、半分が対面授業で行われてい

ます。そして、普段アルバイトをしていたのですが、

コロナの影響でアルバイトをしていた店が閉店にな

り、収入を得ることができなくなった状態です。皆

さんのご支援で生活ができるようになっていて、と

ても嬉しいです。モンゴルについても話したいと思

います。現在のモンゴルの状態は、コロナの国内感

染者がいない状態で、外国から来た人達のみがコロ

ナで治療を受けているそうです。そして、モンゴル

にいる皆さんが普通の生活をしていて、マスクもし

ない状態になっているそうです。でも、外国にいる

モンゴル人達が、モンゴルへ帰ることができないよ

うです。国境はすべて閉めていて、しばらく外国へ

旅行していた人達もそのまま犠牲にして、政府はモ

ンゴルを守っているそうです。皆さん、改めてあり

がとうございます。 

 

 

『地区補助金を活用した 

奉仕プロジェクトについて』 

卓話者：小川佐内会長 

本日社会奉仕委員会委員長欠席のため私の方から説

明させて頂きたいと思います。さて、兼ねてから申

請しておりました地区補助金を使った奉仕プロジェ

クトについてですが、先日、地区より正式に承認さ

れたとの連絡を頂きました。しかしながら新型コロ

ナ渦にあり、相応の予算がコロナ対応に充てられ、

補助金の大幅な削減となっております。そこで今年

度に限り、地区から特別に 102,100円が支給される

事になりました。こちらに関してはすでに振込まれ

ております。財団からも＄1,289 が後日振込まれる

との事です。地区補助金支給の決定により、当クラ

ブとしても社会奉仕委員会を中心にプロジェクトの

申請内容に沿って準備を進めて行きたいと考えてお

りますので、関係委員会は元より会員の皆さんのご

協力をお願い致します。ありがとうございました。 

 

 

古西弘和君・市原豊彦君 

 …誕生日祝いありがとうございます。 

青柳 誠君・土屋俊夫君・冨 一美君・野島暉通君 

内田裕雄君・小林定雄君・上原広嗣君 

 …コロナに負けずに頑張りましょう。 

齋藤逸朗君・小川佐内君 

 …クラブ活動計画書ありがとうございます。 

安藤卓造君 

 …クラブ活動計画書ができました。 

本日計    16,000円 

累 計    73,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

ビャンバさん 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

8月 6日 29 21 27 77.78 

 


