
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 3年 6月 24日発行 NO.2311 第 2464例会  会長 小川 佐内  幹事 齋藤 逸朗  会報委員長 杉森 幹男 

 

 点   鐘   会 長  小川佐内 

 ソ ン グ   「我らの生業」 

 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 

  委嘱状の伝達 

  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 

  各委員長総括 

 

○委嘱状の伝達 

 2021-22年度 国際ロータリー第 2790地区 

  奨学生・学友委員会 委員 

  青少年奉仕・地区学友会委員会 アドバイザー 

  （ロータリー希望の風含） 冨 一美会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-22年度 国際ロータリー第 2790地区 

 社会奉仕委員会 委員 古西弘和会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。今日は小川年度最後の昼例会

例会報告（令和３年６月１７日） 

会長挨拶 

小川会長 / 冨会員 

小川会長 / 古西会員 

小川会長 / ビャンバさん 

 



 

 

幹事報告 

となりました。今年は例年になく早い梅雨入りとな

るだろうと言われていましたが、関東はここ 10 年

で一番遅い梅雨入りということで、6月 14日となり

ました。昨日・一昨日と、真夏のような日差しが照

り付けていましたが、今日は曇りで風もあり、過ご

しやすい日となりました。さて、2020-21 年度はコ

ロナに始まりコロナで閉じることになりましたが、

コロナワクチンの接種が順調に進んでいるようです

のでもう少しの辛抱かと思います。しかしながらよ

り感染力の強いウイルスも入ってきているというこ

とですので、今後も感染予防に努めていきましょう。 

臨時理事会のお知らせ 

日時：6月 30日 18時  場所：あづま庵 

FAX にてお知らせいたしますが、よろしくお願いい

たします。このあと各委員長による総括があります

ので、これで会長挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。 

 

 

皆さんこんにちは。小川 

年度もあと 2回、幹事報 

告は最後になります。１ 

年間いろいろありました 

が、御協力ありがとうご 

ざいました。30歳でロー 

タリーに入会してから、 

会員の皆さんには本当にお世話になりました。今は

亡き先輩の心に残る言葉を披露させていただきます。 

“真実の思いやり”飢えた男に魚を与える、今日は

いいが明日はまた飢えるだろう。しかし、この飢え

た男に釣竿を与え、魚をとる方法を教える男はこれ

からずっと飢える事はないだろう。この言葉、ロー

タリーに入り今でも感動しています。さて、幹事報

告します。 

○例会・例会変更のお知らせ 

・茂原中央ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・2021学年度ロータリー米山記念奨学委員会より 

 カウンセラー、米山奨学生研修会開催のご案内 

◯その他 

・ハイライトよねやま 

・コーディネーターＮＥＷＳ 2021年 7月号 

 

 

○近状報告 

こんにちは。いつもは月の第 1例会に参加させてい

ただいているのですが、前の週は鼻づまりと頭痛が

あったため念のため欠席させていただきました。そ

れで今日参加させていただいています。先週、奨学

生たちは研修がありまして、その研修で卓話をどの

ようにしますかという話がありました。そこでいろ

いろと学びましたがまだまだです。今日は土屋さん

に１年間カウンセラーをしていただいたので、少し

プレゼントがあります。面白いものなので、みなさ

んにもお見せしたいと思います。 

これはモンゴルのゲルの 

小さい形のものです。ゲ 

ルを建てるとき、2つの 

材料が入ります。木材と 

エスギーという材料です。 

これは家畜の毛で作られ 

ます。硬くて丈夫で、濡 

れてもすぐ乾きます。（エスギー＝フェルト） 

もう一つは、家畜のくるぶしです。子供のころから

これで遊んできました。これをいっぱい集めて、サ

イコロのように転がします。そしてはじいて同じ形

のものをくっつけて遊んでいました。これは 4つの

形があります。キャメル（ラクダ）、羊、馬、ヤギで、

呼び方もあります。面白いと思い持ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

 

 

◇職業奉仕委員会 

   伊藤元雄委員長 

職業奉仕委員会委員長と 

して 1年間務めさせてい 

ただきましたが、活動計 

画書に書いたことがひと 

つもできませんでした。 

コロナの影響もありましたが、途中で計画も変更に

各委員長総括 



 

 

なり、みなさんも 1年間で大変な思いをした方もい

らっしゃると思います。次年度職業奉仕委員長にバ

トンを渡したいと思います。1 年間ありがとうござ

いました。 

◇クラブ研修委員会 

   古西弘和委員長 

本年度クラブ研修委員長 

を仰せつかっておりまし 

た古西でございます。今 

年度、コロナ禍というこ 

ともありまして、活動計 

画書に書いてあることがなかなか実施できずに 1年

間終わってしまったという感じでございます。次年

度にはコロナも多少落ち着いてくるかと思います。

クラブ研修委員会としましては、新しく入っていた

だいた会員の皆さんへの勉強ということもあります

ので、次年度のクラブ研修委員会の市原委員長には、

新しい会員の方、もしくはロータリーをもっと知り

たいという方に RLIの出席をどんどんしていただけ

るような方針で頑張っていただければ、ロータリー

というものを多少は把握できるようになるのかなと

思っております。1 度出ただけでも、かなりロータ

リー全体の流れというものが分かるかと思いますの

で、クラブだけで何か勉強するよりは、そういうと

ころに出席していただいてロータリーの勉強ができ

るように、興味のある方はどんどん参加していただ

ければと思います。1年間ありがとうございました。 

◇ＳＡＡ 

   小林定雄委員長 

本年度は新型コロナウイ 

ルス感染防止の為、だい 

ぶ例会が休会になりまし 

たが、一年間皆様のご協 

力のもと、SAAを終える 

ことができました。ありがとうございました。次年

度もご協力の程よろしくお願いいたします。 

◇クラブ奉仕委員会 

   渡邊孝文副委員長 

クラブ奉仕委員会も、コ 

ロナの影響でほとんど活 

動ができませんでした。 

次年度は状況をみながら、 

また活発に活動をしてい 

くと思うので、その時にはいろいろな経験を次期ク

ラブ奉仕委員長に伝えて一緒に頑張っていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

◇親睦委員会 

   倉石昌治委員長 

親睦もこの 1年間、いろ 

いろと会長・幹事はお考 

えになったと思いますが、 

ひとつとして実行ができ 

ずに 1年間が終わってし 

まいました。次年度も親睦委員長をやらせていただ

くことになりましたので、この経験をもとに次年度

は是非頑張りたいと思いますので、ご協力・応援の

程よろしくお願いいたします。 

◇会員増強・ 

 維持拡大委員会 

   鈴木恭一委員長 

会員増強委員長の鈴木で 

ございます。今年は会員 

増強はコロナの影響があ 

ったか分かりませんが、 

ゼロでした。来期はもう少し頑張っていただきたい

なと思います。そして、退会防止をうたってきたの

ですが、3 名の退会者がでました。非常に残念では

ございますが、仕方がないかなと思います。来期は

退会した方々に声をかけていただき、新しく会員に

なっていただけるよう、来期の委員長にお願いをい

たしまして挨拶に変えさせていただきます。1 年間

ありがとうございました。 

◇クラブ広報委員会 

   土屋俊夫委員長 

活動計画にはいろいろと 

書いてありましたが、や 

はりできませんでした。 

コロナウイルスというの 

は、簡単に改善できるも 

のじゃないというのがよく分かりました。モンゴル

については、ビャンバさんにある程度やっていただ

いたと思います。広報というのは外に発信するとこ

ろがありますが、外部に発信できなかったなと思い

ました。 

 

 



 

 

◇社会奉仕委員会 

   越川 忠委員長 

社会奉仕委員長をやらせ 

ていただきました越川で 

す。今年の社会奉仕活動 

は、テントを山武市・横 

芝光町・芝山町に寄贈い 

たしました。その他のことは、コロナの影響により

できませんでした。 

◇青少年奉仕委員会 

   渡邊孝文委員長 

青少年奉仕委員会の委員 

長を務めさせていただき 

ました渡邊です。今年は 

例年通り、発明クラブと 

金刀比羅神社の書道展の 

協賛をさせていただきまして、それぞれ御礼の言葉

をいただきました。剣道大会等、行事が中止となり

できなかったこともありますが、これからも是非続

けていけたらと思います。さらに青少年委員会の活

動として、違うものも考えていけたらと思いますの

で、今後とも知恵をおかしください。ありがとうご

ざいました。 

◇ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 

   前川成吉委員長 

ロータリー財団もコロナ 

の影響もありまして、積 

極的にみなさんにお願い 

するということはなかな 

かできない状況で、満足 

に活動する事ができませんでした。そのような中で、

冨会員にご協力いただきました。ありがとうござい

ました。 

◇米山記念奨学会 

 委員会 

   青柳 誠委員長 

米山特別寄付として、冨 

会員と私が寄付をさせて 

いただきました。 

 

 

 

 

◇会計 

   冨 一美委員長 

会計の冨でございます。 

今年 1年を客観的に見ま 

して、すべての活動計画 

がコロナの影響を受けま 

した。みなさん不完全燃 

焼の 1年ではなかったのかなと思います。私自身自

分の非力さを感じていまして、会計としてのアドバ

イスもできずにすみませんでした。会費の件もあり

ますが、内部留保をきちっと確保していけるような

クラブの体質づくりにしていっていただきたいなと

思います。きちっと会計・監査をして次の年度に申

し送りたいと思います。 

 

 

前川成吉君 

 …結婚記念日祝いありがとうございました。 

青柳 誠君・土屋俊夫君・冨 一美君・倉石昌治君 

 …年度最後の通常例会が開会できて本当によかっ

たです。 

本日計   8,000円 

累 計  411,612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 ％ 

6月 17日 26 23 25 92.00 

 


