２０２０-２１年度テーマ
｢ロータリーは機会の扉を開く」

地区運営方針
「新たな機会へのチャレンジで
クラブに活力を！」

クラブ方針
「地域と共に」
～多様な人と協力・参加の
機会の扉を開く～

例会場 魚庄別館 2F
点鐘

12:30

会長

加藤

始

幹事

舟山

清志

司会

島村

功

会場監督

田原

春夫

✰斉唱
国歌「君が代」

奉仕の理想
今月の歌

浜辺の歌

✰唱和
ロータリーの目的
森

伊久磨

四つのテスト
秋葉

功四郎

✰本日のビジター

歴史ある蓮田ロータリークラブ 50 周年記念の
年に会長を務めさせて頂く事の重さ責任を感じて
おります。本来であればこの時期東京オリンピッ
クで世界中の人達が訪れ盛り上がっているはずで
したが新型コロナウイルスの影響で全ての環境が
変わってしまいました。我々の 50 周年記念事業
もこの先どのような形になるかわかりませんが、
皆様の御協力を頂き成功させたいと思います。これまでの 50 年を振
り返りこれからの 50 年を考え温故知新で活動し地域と共に奉仕活動
を行いクラブの認知度の向上に努めていきます。一年間よろしくお願
い致します。
2020〜21 年度ホルガー・クナーク RI 会長テーマは
（ロータリーは機会の扉を開く）です。
地区運営方針は（新たな機会へのチャレンジでクラブに活力を！）
＜クラブ目標＞
１．50 周年事業の成功
２．クラブ活性化
・出席率の向上
・各委員会を年 8 回以上行う
・卓話者の充実
３．人材育成と会員維持と増強
・会員維持
・女性会員、若い世代の会員増強
・新会員を中心とした研修
・各委員会の研修
４．奉仕活動
・地域と共に奉仕活動
・他国の貧しい地域への支援
・ローターアクトと共に奉仕活動
５．親睦
・会員、家族親睦旅行
・他団体との親睦
６．ロータリー財団
・米山記念奨学
・寄付１００％達成を目指します
７．ロータリー賞に挑戦する

米山記念奨学生

ヌル・シャリザ様
✰卓話

2020-21 年度

所信・活動方針発表
✰委員長活動方針発表

＜国際ロータリー日本事務所＞・財団室 NEWS

７月号について

＜地区事務所＞
・ZOOM による部本セミナーのお知らせ
・公共イメージ部門より地区 You Tube 動画配信のご案内
・RLI パートⅢご登録料の返金手続きについて
＜回覧＞・埼玉県腎・アイバンク協会

第３１回総会資料
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✽親睦活動委員長

川田

金造

・納涼親睦移動例会について
８月１日（土）行先検討中です。
✽ロータリー財団委員長

会員誕生日
飯野

浩一

・本日ご寄付を頂きました。
ご協力有難うございます ４名
（加藤会長、舟山さん、波多野さん、黒須さん）
✽米山記念奨学・学友委員長

7 月のお祝い

深江

配偶者誕生日

武藤倫雄
中野政廣
伏見晴雄
濱谷景祐
黒須明子

栗原比呂志
勝沼 稔
塚本 晃
深江洋司

瑞枝

・本日ご寄付を頂きました。
ご協力有難うございます ３名
（加藤会長、舟山さん、波多野さん）
シャリザさん
『大学の授業は
オンライン授業が中心
なのですが、実験は
大学でがんばって
います！』

幹事

舟山

清志

この度、2020-21 年度加藤
始会長のもと幹事という大役を
仰せつかりました。加藤会長の
意思を汲み、補佐役としてスム
－ズなクラブ運営と活性化に貢
献できるよう精一杯務めさせて
いただきます。
会長のクラブ方針「地域と共に」に向けての奉仕
活動を会員の皆様と実践していきたいと思います。
現在、新型コロナウイルスによる影響にて、まだ
まだ、自粛ムードが続いている状況の中で本年度
は、蓮田ロ－タリ－クラブも 50 周年となり、周年
事業、各々の奉仕活動も予定しております。また、
本日から、5 年ぶりの魚庄別館での例会会場の変更
や、事務所の移転、長年勤められていた堀切さんか
ら安藤さんに事務局の交代など、心機一転してクラ
ブの変革活性化進めて参ります。
ロ－タリ－歴の浅い若輩者でありますが、皆様に
ご迷惑おかけしないように元気よく活発に活動して
いきます。
会員の皆様には是非とも出来る限りの例会出席、
各行事への参加協力をお願いするとともに格別のご
指導ご鞭撻を頂きますようお願い申し上げます。

会場監督

田原春夫

２０２０－２１年度１年間宜し
くお願い致します。加藤会長方針
より特に例会に出席されたお客様
に対して失礼のないようにとの要
望が有りました。今年度は特に例
会中の私語は慎んで下さい。
また、昼食後なので居眠りはしないようにご注意く
ださい。携帯電話はマナーモード・もしくは電源を
切って戴くようにお願いします。

副会長

古壕

明人

「2020〜21 年度 加藤会長よ
り副会長の任務を授かりました。
今年度、蓮田ロータリークラブは
創立 50 周年 大きな節目の年度
になります。副会長として会長方
針が一路順風にいくようにサポー
トしていきます。会員の皆様のご協力をよろしくお
願い申し上げます。

クラブ研修リーダー
岩崎 一隆
ロータリーには二つの理念があ
ります。「超我の奉仕」「最も
よく奉仕する者、最も多く報い
られる」、前者は、人道的奉仕
の理念、後者は職業奉仕の理念で
す。元は、英文を訳したものですが、日本でも「忘
己利他」「利他多利」はそれを表していると思いま
す。このような理念を理解するには、例会、様々な
奉仕活動に参加し、親睦を深めることが大切です
が、それだけでは十分ではありません。
蓮田ロータリークラブは今年 50 周年の節目の年
度に当たり、周年事業の成功は勿論のこと、クラ
ブ研修リーダーに課せられた目標は、3．人材育
成と会員維持と増強ではないかと思います。昨年
度は、新型コロナウイルスの影響で活動が思うよ
うにできなかったのも事実です。前 川田クラブ
研修リーダーにも協力を頂きながら研修を進めて
いきたいと思います。
今年度は、マイロータリーのラーニングセンター
でのオンライン研修を利用しようと思います。
（https://my.rotary.org/ja/learnig-reference）
非力ではございますが、会員皆さまの協力をよろ
しくお願いします。

3 ページ

クラブ管理運営部門委員会
飯野 浩一
５０周年記念事業を成功させ、次
なる５０周年への足腰を固めるべく
クラブ活性化・人材育成と会員維持
と増強・親睦に注力して参ります。
また、各委員会活動が活発になるよう各委員長をサ
ポートし、魅力あるクラブ作りのための運営に努め
て参ります。

出席委員会

島村

功

出席委員会の委員長として加藤年度
の所信を述べさせていただきます。
目標としては、出席率の向上と例会
のスムーズな進行を行っていきたい
と思います。毎週の例会では、会場
監督、クラブ管理運営部門委員長、会場・親睦活
動・プログラム・公共イメージ向上の各委員と協力
し、出席してよかったと思える例会にしていきたい
と思います。

会場委員会

渡辺

圭

「クラブ運営に於ける「機会」の
場として重要な例会場の設えを、加
藤年度では出席委員会と協力し、会
場監督のもと、クラブ創立 50 周年
に相応しい例会場運営を目指します
また、卓話者・お客様へのサポートをしっかり行
い、ロータリアンが集いやすい例会場にするよう努
めてまいります。特に今年度はお客様の来訪が見込
まれますので、お客様への対応をしっかりと整えて
いきます。

親睦活動委員会
川田 金造
楽しく元気なクラブづくりの為に
はメンバーの親睦はとても重要です
会長相互の親睦から奉仕活動に発
展出来るような連帯感が生まれるよ
うに事業を実践していきたいと思います。

プログラム委員会
黒須 政行
「出席率向上につながる卓話者
の提案と会員卓話」と加藤会長より
委員会に対する要望があり、クラブ
活性化の為、ロータリアンの三大義
務の一つである「例会出席」を重点としてプログラ
ムを提案し、会長・幹事の意向を踏まえてプログラ
ム企画・実行に努めます。

公共イメージ向上委員会
金子 淳美
・毎月第一例会にてロータリーの
友紹介
・クラブ方針「地域と共に」
地域の奉仕活動等を情報発信
・Zoom 委員会等を積極的に行い
蓮田 RC 女子一つになり認知度
アップに貢献
一年間ご協力よろしくお願いいたします。

会員増強維持委員会
秋葉 功四郎
今年は、50 周年ですので会員増
強維持委員会としては、特に、会員
の現状維持並びに会員 4 名以上の入
会を目標に、加藤会長の元、若い会
員の入会・女性会員の入会促進に努めていきます。
皆様からの、御協力をお願い致します。
会員増強委維持員会は、黒須副委員長・近藤会員・
八鍬会員・波多野会員の、素晴らしい会員が揃って
いますので、心強く会員増強に一年間宜しくお願い
致します。

会員選考・職業分類委員会
山岸 茂夫
会員に推薦された入会候補者の適
正を調査して、その結果を理事会に
諮問することと、入会候補者の職業
がクラブ規定違反の無いよう管理す
ることを目的とする。
会員選考で考慮する点は
・人物、一般社会での評判
・奉仕活動についての理解度
・例会、諸行事への出席、参加の実行性
・その他、会員増強維持委員会と連絡を密にする
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島村

功さん

飯野浩一さん
加藤

始さん

５０周年という年に会長を務めます。
若輩者ですが、皆様のご協力を頂き、
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致し
ます。
舟山清志さん 本日より、加藤年度が始まりました。幹
事として至らないことが多々あると思い
ますが、一年間宜しくお願い致します。
土橋藤男さん ５０周年を迎える年度になりました。
充実した年度になります様に祈ります。
波多野勝治さん 祈ル活躍 １年間ヨロシク願います。
田中政司さん 加藤丸の船出ですね。１年間舵取りを
お願いします。
渡辺 圭さん 新年度、色々変わってバタバタしており
ますが、よろしくお願い致します。
一ノ瀬真弥さん 第一例会に久々の出席です。本日も
宜しくお願い致します。
森伊久磨さん 祝！蓮田ロータリークラブ５０周年！
加藤丸の船出おめでとうございます！
舟山幹事という素晴らしい船頭さんと
共に大航海にいざ出発！無事の帰港を
お祈りしています！
黒須雅行さん 加藤年度いよいよ始まりですね。一年間
がんばってください。妻の誕生祝いあり
がとうございます。
深江瑞枝さん 加藤年度いよいよ始まりですね！よろ
しくお願いします。主人の誕生日祝い
ありがとうございます。
秋葉功四郎さん 加藤会長５０周年で大変ですが、１年
間宜しくお願い致します。舟山幹事１年
間宜しくお願い致します。
富田 穣さん 加藤年度のスタート。新会場で本年も宜
しくお願いします。
野村 均さん 加藤会長、舟山幹事、今年度宜しくお
願います。
楽しい年度になりますように。

川田金造さん
古壕明人さん
田原春夫さん
武内里佳さん
近藤敬男さん
齋藤

清さん

栗原

均さん

十川英男さん
金子淳美さん
武藤倫雄さん
八鍬伸一さん
岩崎一隆さん
塚本

晃さん

中野政廣さん
桐田直樹さん
山岸茂夫さん
小林健男さん
齋藤清和さん

加藤会長、舟山幹事、加藤年度のはじ
まりです。がんばりましょう！
加藤会長、舟山幹事、古壕副会長、一年
間よろしくお願いします。
加藤さん、舟山さん、安藤さん、一年
間よろしくお願いします。
加藤会長、舟山幹事一年間よろしくお願
いします。
加藤・舟山年度 一年間宜しくお願い
します。
加藤会長、舟山幹事 1 年間よろしくお
願い致します。
加藤・舟山年度一年間よろしくお願い致
します。
加藤年度スタートです。１年間よろし
くお願いします。
加藤会長、舟山幹事 1 年間お願いしま
す。
加藤・舟山年度 一年間がんばってく
ださい。
加藤会長、舟山幹事 一年よろしくお
願い致します。
加藤会長、舟山幹事 一年間よろしく
お願いいたします！
加藤会長、舟山幹事、１年間どうぞよ
ろしくお願い致します。
加藤・舟山年度始まりました。よろし
くお願いします。
新年度よろしくお願い致します。
加藤会長 １年間よろしくお願い致し
ます。
加藤年度始まりました。加藤会長宜し
くお願いします。
いよいよ新年度ですネ！
本年度もよろしくお願いします。
本日はよろしくお願いします。
加藤年度始まりました。今年度もどうぞ
よろしくお願いします。

総数

出席免除

出席

欠席

本日の合計

累計

総数

５０

１

3３

１６

￥６５,0００

￥６５,000

3３名

本日の出席率

6７．３４％

例会場 魚庄別館 ２Ｆ
事務所 蓮田市西新宿１－４８－１
例会日 水曜日 12:30～13:30
ＴＥＬ 048-765-1288
ＦＡＸ 048-765-1289
ｅ-mail hasudarc@gmail.com
http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

目標額

会 長
会長エレクト

加藤 始
飯野浩一

公共イメージ向上委員長
副委員長
委 員

￥1,700,000

幹 事 舟山清志
副会長 古壕明人
副幹事 小林健男
金子 淳美
武内 里佳
深江 瑞枝
濱谷 楽夢

