２０２０-２１年度テーマ
｢ロータリーは機会の扉を開く」
こんにちは、ようやく９月に入り猛烈な暑さが
地区運営方針
少し治まってきたように感じますが、まだ 30℃
「新たな機会へのチャレンジで
を超える日が続きます。皆様熱中症には十分注意
してください。
クラブに活力を！」
さて、本日は関根仁一様にお越しいただいて卓話
クラブ方針
をお願い致しました。私は蓮田中学校 3 年間野球
「地域と共に」
部でご指導いただき、精神・技術・体力、その後
～多様な人と協力・参加の
の人生にも大きな影響となりました。野球の指導者として
50 年近くご活
機会の扉を開く～
躍され、多くの若い人たちを育ててきました。色々な体験卓話楽しみにし
ております。よろしくお願い致します。
例会場 魚庄別館
点鐘

12:30

会長

加藤

始

＜国際ロータリー日本事務所＞

幹事

舟山

清志

９月のロータリーレート

司会

島村

功

１ドル＝１０６円

＜地区事務所＞
・財団 NEWS が出来上がりましたのでぜひご覧ください。

✰斉唱

・ローターアクト委員会より「アクトの日」の開催のご案内

国歌「君が代」

・ロータリー文庫より HP 利用法ご案内

我等の生業
今月の歌

ふるさと

✰唱和
ロータリー目的
飯野 浩一
✰四つのテスト 深江 瑞枝
✰卓話 元上尾市役所職員
関根

仁一

様

＜ロータリーの友事務所＞
・ロータリー友より「9 月 1 日以降の友事務所運営について」事務所運営
についてお知らせ
＜ロータリー米山記念奨学会＞
・今月の“ハイライトよねやま”ができあがりました。
＜岩槻ロータリークラブ＞
・表敬訪問 訪問日 2020 年 9 月 9 日（水）
訪問者 会長 出山知宏（でやま ともひろ）
幹事 鈴木真樹（すずき まさき）
＜回覧＞
・財団ニュース ・ハイライトよねやま ・ロータリー文庫 HP 利用方法
・アクトの日開催案内 ・ロータリーの友事務所運営について
・日赤さいたま広報紙 ・蓮田自治連だより

＜お知らせ＞
・事務所移転に伴いましてＦＡＸ番号が 9/1 より新しい番号になります。
０４８－７２０－８２２７ です。
皆様に配信しております『加藤年度第１回親睦ゴルフ』の返信先が旧事務所のＦＡＸ番号になっておりますので
９／１以降にＦＡＸで返信される方はお間違いないようお願い致します。
・年度計画書の変更箇所があります。
Ｐ.31 佐々木隆史氏 生年月日／事業所郵便番号の変更があります。変更用紙の差し込みをお願い致します。
・Ｐ.47 A6 職業奉仕委員会 委員長が森 伊久磨氏になりました。テプラテープにて修正をお願い致します。
・8/１２理事役員会を開催いたしました。理事役員会の議事録を入り口に掲示しております。
・例会後に 9 月度理事役員会を開催します。よろしくお願い致します。

2 ページ
✽米山記念奨学

深江 瑞枝

・本日ご寄付を頂きました。ご協力ありがとうございます。１名（川田さん）
・9/26（土）米山記念奨学部門 ZOOM セミナーが開催されます。
第二部 新会員（５年未満の方２名程度）の参加をお待ち申し上げます。
ガバナー月信（VOL２号）に米山奨学生入学式の写真（蓮田からは加藤会長が参加しています）と
ガバナー月信（VOL3 号）に米山奨学生一覧が掲載されています。ぜひご覧ください。
✽奉仕プロジェクト委員会

田中 政司

8/26（水）旧事務所にて今年度奉仕プロジェクト委員会を開催しました。創立５０周年にふさわしい奉仕活
動にしていきたいとのことで、各委員会で集まっていただき、それぞれ９月中に提案をして頂きたいと思い
ます。各委員長の皆様、よろしくお願い致します。
✽ゴルフ部

中村 和彦

加藤年度第 1 回親睦ゴルフを 10/11（日）に開催致します。
１日２０組限定で浅間山から 10 年程かけて溶岩を運んでできたゴルフ場はまさに圧巻です。
ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。
✽親睦委員会

川田 金造

9/30（水）夜間例会の場所が決まりました。
岩崎一隆会員の会社でもあります「株式会社岩崎食品工業」にておいしい肉汁うどんを食べましょう。
お肉もでるそうです！ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

✽公共イメージ向上委員会

金子

淳美

第一例会、ロータリーの友紹介です。
横組み P7～ 基本的教育と識字率向上月間
読感表選について
P12～ ロータリーの友月間
「友」をプラットフォームに新しい交流を
P28～ 米山記念奨学事業の基礎知識
寄付金、財政編
P43～ 「日本のロータリー100 周年」を一緒に祝おう！
記念切手 9/8 発行
縦組み P20～ ロータリーアットワーク写真編、文章編
ガバナー月信 2020.8 月号
P12
小林操パストガバナー ダルマ目入れ
P13
米山記念奨学生 入学式
ガバナー月信 2020.9 月号
P9
米山記念奨学生紹介

９月のお祝い
会員誕生日
配偶者誕生日

濱谷楽夢
白濱龍興
森加奈子

古壕明人
齋藤清和

9 月は
「基本的教育と識字率向上」
「ロータリーの友」月間

野村均さん 田原春夫さん

シャリザさん 本日も例会受付のお手伝いを
ありがとうございました。
勉強を頑張ってください！

ご寄付ありがとうございました！

国際ロータリー第 2770 地区埼玉南東 HP より

元上尾市役所職員 関根 仁一様
『我が野球人生』
～蓮田中学校野球部を指導して～

蓮田中学校野球部を４８年間コーチとして指導され、
蓮田中学校の卒業生からは８名甲子園に出場しています。
いろいろなことがあった４８年間の出来事をお話してくだ
さいました。野球に感謝！多くの方に出会い、このような
機会を頂き、皆さんとともに回視できることも思い出に残
ると思うとおっしゃっていました。

＜コーチとしての指導目標＞
1．本将棋の指導する（全体をよくみる）
2．背中に目がある指導（全員をよくみる）

『蓮田ロータリークラブ様には市内の大会を開催して頂き
感謝しています。子供達はもちろん、保護者の方からも
「子供達が学校の中ではできないような体験をさせて頂き
感謝します」とご意見を頂いております。』と温かい
メッセージを頂戴しました。
卓話ありがとうございました！

加藤

始さん

関根さん卓話楽しみにしております。
本日もよろしくお願い致します。
舟山清志さん 本日は関根仁一様 蓮田クラブへよう
こそおいでいただきありがとうござい
ます。卓話を楽しみにしております。
また、本日の例会のたくさんのご出席
ありがとうございます。
秋葉功四郎さん 本日の卓話関根様宜しくお願い致し
ます。
飯野浩一さん 関根仁一様 本日はありがとうござい
ます。
岩﨑 理さん 大分久々です。顔を出せるようがんば
ります。本日宜しくお願いします。
金子淳美さん 関根仁一様 卓話よろしくお願いしま
す。本日もよろしくお願い致します。
川田金造さん ひさしぶりです。
黒須雅行さん 関根仁一様 卓話宜しくお願いしま
す。急に日時の変更してしまい、申し
訳ありませんでした。
栗原 均さん やっと暑さが楽になりましたね。
ニコニコ
小林健男さん 本日はよろしくお願いします。
古壕明人さん 誕生日祝ありがとうございました。
齋藤清和さん 誕生日の祝いありがとうございます。
コロナも心配ですが、景気も心配で
す。関根さん 卓話よろしくお願いし
ます。
齋藤 清さん よろしくお願いします。
佐々木隆史さん 本日もよろしくお願いいたします。
島村 功さん 関根仁一様 卓話よろしくお願いしま
す。
白濱龍興さん 本日もよろしくお願い致します。
関根 浩さん 本日も宜しく御願い致します。

田中政司さん

田中

靖さん

田原春夫さん
土橋藤男さん
中村和彦さん
野村 均さん
白

日光さん

深江瑞枝さん

深田博明さん
富田 穣さん

森伊久磨さん

八鍬伸一さん

渡辺

圭さん

関根さん、卓話ありがとうございまし
た。残暑がきびしいですので、皆様ご
自愛ください。
今朝 6:00 の犬の散歩中は涼しさを感
じましたが、日中は暑いですね！
関根様卓話ありがとうございました。
関根さんいつもお世話に成ります。
卓話宜しくお願い致します。
関根さん 本日は卓話有難うございま
す。
本日もよろしくお願い致します。
お世話になります。関根仁一様 卓話
宜しくお願いします。
まだまだ暑い日が続きますが、体調に
気を付けて頑張りましょう。
こんにちは！元気です。本日はようこ
そ蓮田ロータリークラブへ。関根様、
卓話よろしくお願いします。
卓話よろしくお願いします。
猛暑やっと一息です。関根仁一さん、
卓話ありがとうございます。本日も宜
しく！
関根さん、蓮田中学野球部の折は半年
間だけ（僕が野球部を辞めてしまった
為）お世話になりました。本日は卓話
よろしくお願致します。
9 月に入りましたが、まだまだコロナ
は油断なりません。感染しない、させ
ない‼を徹底しましょう。
関根様、本日の卓話ありがとうござい
ます。本日もよろしくお願いいたしま
す。

総数

出席免除

出席

欠席

本日の合計

累計

総数

５０

１

３１

１８

￥54,000

￥343,000

３０名

本日の出席率

６３．２７％

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 ０８０－９３９６－９８１０
ＦＡＸ ０４８－７２０－８２２７
e-mail hasudarc@gmail.com
http://www.hasuda-rotaryclub.com/

目標額

会 長
会長エレクト

￥1,700,000

加藤 始 幹 事 舟山清志
飯野浩一 副会長 古壕明人
副幹事 小林健男
公共イメージ向上委員長 金子 淳美
副委員長 武内 里佳
委 員
深江 瑞枝
濱谷 楽夢

