
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 7月 15日発行 NO.2313 第 2466回例会 会長 土屋 俊夫 幹事 安藤 卓造 クラブ広報委員長 伊藤 元雄 

誕生日・結婚記念日祝い 

会長挨拶 

 

 点   鐘   会 長  土屋俊夫 

 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  土屋俊夫 

 幹 事 報 告   幹 事  安藤卓造 

 プログラム 

  第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い 

  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 

  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 

「奥様お誕生日祝い」市原豊彦会員 令夫人 令子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○乾杯のご発声 

 第54代会長 

  市原豊彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度初めての会長挨拶となりますがどのような挨

拶が良いか思案しました。結局は無難に新聞の記事

例会報告（令和３年７月１日） 

土屋会長 / 市原会員 

ビャンバさん / 土屋会長 



 

 

 

幹事報告 

理事会報告 

からです。三菱電機の鉄道車両向け空調設備などで

の不正検査を組織的に行ったとの自社発表と社長の

辞任について、また起きたかと思いました。優良企

業の不祥事は近年多発しています。また官庁の隠匿

問題、書類改変、破棄。内容は良くないのですが、

悪い事が表面化する事は、まるっきり出てこない国

もあるので、それに比べればまだましかと思います。

『論語』には「過ちは則（すなわち）改むるに憚（は

ばか）ること勿れ」〔学而（がくじ）〕とあります。

良い企業なることに期待しましょう。「コンプライア

ンス」を使うスキームがあります。上層部から下層

部向かって使用します。これさえ言えば上層部は責

任を回避できると思っているようです。それよりも

ロータリーの「職業奉仕」を理解し、自社に取り入

れた方が現場は納得出来ると思います。ロータリア

ンの皆さまはこの場合いかが考えますか？先ほどの

理事会中に出ましたが、会長挨拶の際にはロータリ

ーに関する事に多少ふれるようにとの事でしたので、

定款細則について一言。初期の日本のロータリーク

ラブ定款は現在の定款と違い各クラブで自由に作成

していました。戦中軍部の圧力でロータリークラブ

が解散させられました。戦後国際ロータリーに加盟

復帰する際、世界共通の定款を受けいる事が条件で

認証状受け復帰できました。そのようなわけでガバ

ナーはクラブの使用している定款に関して神経質に

なっているようです。なお最新の定款推奨クラブ細

則は地区ホームページにて随時ダウンロードできる

ようになっていますので必要に応じて使用してくだ

さい。以上で最初の会長挨拶を終わります。 

 

 

第 1回定例理事会 

日時：令和 3年 7月 1日（木） 午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．2020-21年度 6月会計報告承認の件 

 ・6月 30日、小川年度会計委員長 富会員の報告

を土屋会員・小林会員が監査し承認した。 

 （同席者､小川会長､斎藤幹事､市原会計副委員長） 

第 2号議案．2020-21年度会計報告承認の件 

 ・土屋年度理事全員の意義無く承認される。 

第 3号議案．今年度年会費について 

 ・例年通り、年額 225,000円にて出席理事全員一

致にて承認される。 

第 4号議案．発明クラブ・金刀比羅神社書道展への

協賛依頼の件 

 ・昨年同様、各 30,000円の協賛金をもって承認

される。 

 ・可能であれば卓話等の依頼をする旨の意見アリ 

第 5号議案．お祝い関係承認の件 

（会員誕生日・結婚記念日） 

 ・例年通り実施する事に全員一致にて同意される 

 ・会員夫人の誕生日祝いを復刻することに全員一

致にて決定される。 

第 6号議案．齋藤逸朗会員、小川佐内会員退会承認

の件 

 ・全員一致にて両名の退会は承認された。 

 ◯前会長・幹事への感謝状・記念品の件 

  ・両名の新年度例会欠席により、感謝状は無し

とする。 

  ・任期満了前、すでに両名の手元に記念品が届

いているとの報告アリ。 

 ◯構成表の変更について 

  ・両名退会による組織構成表の組み換え案は承

認される。 

 ◯送別会実施について 

  ・ガバナー公式訪問後の宴席に招待するが、欠

席であれば無しとする。 

第 7号議案．7月～9月までの予定について 

 ・会長よりの予定（案）提示は概ね承認される。 

第 8号議案．事務所ポスト設置、室内灯の件 

 ・専門家に具体的な工事の相談・見積り依頼をす

ることを承認される。 

第 9号議案．その他 

 ・新年度例会にて、会長より最新の定款及び細則

の解説を要望される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○例会のお知らせ 

・千葉北ＲＣより、例会場変更の案内 

◯会報・週報受領クラブ 



 

 

 

・旭ＲＣ ・八日市場ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・日本 RC１００周年記念誌 

◯その他 

・各種案内は、随時事務所にて閲覧可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋俊夫会長 

今年度は日本ロータリークラブが創立されて 101年

目となり新たな取り組みが期待されます。当クラブ

は創立 55 年目（1966 年 10 月 6 日創立日）となり、

会長は 56代目になります。 

第一に半世紀以上の歴史のあるクラブですが、近年

この事はあまり意識されません。歴史が不明だと自

分がわからなくなります。クラブの立ち位置を知る

ためには歴史と地域の属性を知ることが必要になり

ます。 

次にロータリアンとしての自覚が薄れてしまいまし

た。私が入会した頃（1994年）は良きにつけ悪しき

につけロータリアンとしてのプライドが強かったで

す。社会のロータリーに対する良い意識の希薄化が

会員減少などに影響を与えていると思います。 

今年度の基本方針 

①会員減少を防止しクラブ会員３０名を目指します 

②当地区の歴史と地域の属性を知りクラブ存在の意

義を確認します 

③ロータリアンの原点は“職業奉仕”である事を確

認します 

④長期のビジョンを確定するために“戦略計画”を

検討します 

⑤ロータリークラブライフを楽しめるように努力致

します 

他にも各奉仕委員会について会員と協議する事項は

多々ありますので、クラブ協議会等で話し合いたい

と思います。 

 

 

◇ＳＡＡ   

委員長 鈴木匡哉  副委員長 杉森幹男 

【基本方針】 

 例会をはじめすべての会議が、楽しく、秩序正し

く運営されるよう、つねに心を配り、気品と風紀

を守り、会合がその使命を発揮できるよう、設営、

監督に努めます。 

【活動計画】 

・ロータリークラブの例会としての、基本的なフ

ォーマットを遵守します。 

・通常例会にオンラインで参加できる環境を整備

し、より多くの例会出席の機会を提供すること

で出席率の向上を図るとともに、国・自治体の

疫病対策のためにロータリー活動が停滞する

ことのないよう、オンラインでも簡単に楽しく

参加できる例会環境の構築を目指します。 

・例会の活性化のため、外部卓話者、他クラブ会

員が、オンラインでも参加できる環境を整備し

ます。 

・全ての会員が理事会をオンラインで傍聴できる

環境を提供し、透明なクラブ運営に貢献します。 

 

◇クラブ研修委員会 

委員長 市原豊彦  副委員長 金高盛ニ 

【基本方針】 

全てのクラブ会員が、よりロータリーを知り、活

動できるように、各委員会と連携をとりながら、

情報の共有ができるようにして参ります。 

【活動方針】 

 1 新入会員への研修会の実施 

 2 会員相互間の親睦を深めるため、意見交換会を

実施する。 

 3 地区研修会や RLI研修会への参加を推奨する。 

 

◯奨学生近況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。今月も奨学金をいただき、心からあり

がとうございます。今は卒論を書いていて、下書き



 

 

 

を半分終わらせた状態です。最近のニュースとして

は暗いニュースが多いですが、明るいニュースを聞

いてきました。モンゴルで日本と協力した空港を作

りました。始まりは 2008年で、13年後の今月 4日

に新しい空港が開催される予定です。そのニュース

にいろいろなコメントがあり、日本のみなさんに感

謝しているというコメントが沢山ありました。みな

さん、本当にありがとうございます。そのおかげさ

まで、私たちは新しい、大きくてきれいな空港を利

用するようになります。今月 4日の発便が、ウラン

バートルから日本へ行くそうです。話が変わります

が、先月に古西さんと話をしました。ロータリーの

みなさんがモンゴルの力になりたいので、手伝える

ことはありますか？例えば、古本や古着を送ること

はどうですか？という話がありました。私は、調べ

てみますと宿題にしました。そして調べてきました

ので、今後も話が続くと思います。以上です。 

 

 

市原豊彦君 

 …お祝いありがとうございます。 

土屋俊夫君・安藤卓造君 

 …今年度よろしくお願い致します。 

青柳 誠君・越川 忠君・向後雅生君・冨 一美君 

鈴木恭一君・内田裕雄君・小林定雄君・石田喜一君 

前川成吉君・古西弘和君・行木英夫君・伊藤元雄君 

渡邊孝文君・倉石昌治君・鈴木匡哉君・石井敬二君 

金髙盛二君 

 …土屋・安藤年度頑張ってください。 

本日計    25,000円 

累 計    25,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

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 ％ 

7月 1日 24 21 23 91.30 

 


