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～
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点鐘

12:30

会長

加藤 始

幹事

舟山 清志

司会

島村 功

✰斉唱 国歌「君が代」
我等の生業
おぼろ月夜
✰唱和

ロータリー目的
武藤 倫雄

こんにちは。本日もご出席いただき、そして
ズームでの参加ありがとうございます。オブザー
バーとして岡部様ようこそ。
コロナも終息どころか大阪ではついに１０００人を
超えてしまいました。東京も増え続けているのが気
になります。蔓延防止措置となった他県もあります
が、特に新しい対策がなく一人一人私たちが気を付
けるしかない状況です。皆様も十分お体には気をつけてください。こうし
たなか、５０周年記念実行委員会のメンバーも日々変わる状況で様々な方
法を考え中止とする案もありますが、５０周年という特別な年でもあり、
コロナ対策を十分に対応して人数の制限等も考え、ホテルのスタッフと打
ち合わせ等考え行動して頂きました。残り一か月となり決断しなければな
らない時期となりましたが、これまでの委員会活動に改めて感謝申し上げ
ます。そして本日の卓話、土橋会員よろしくお願い致します。

＜地区事務所＞
・財団 NEWS のお知らせ
・地区研修リーダー・地区幹事よりガバナー権限一時以降に関して
＜米山記念奨学会＞
・ハイライトよねやまが出来上がりました。ぜひご覧ください。
＜連絡事項＞
・5/28 第 7G インターシティミーティングゴルフ大会の開催のお知らせ
・サッカー大会の御礼（FC VELSA 佐藤選手より）
・本日例会後、４月理事役員会を開催致します。

四つのテスト 田原 春夫
蓮田・岩槻ロータリークラブの皆様

✰卓話
蓮田 RC チャーターメンバー
土橋藤男会員
「蓮田 RC50 周年のあゆみ」
について

４月は
『母子の健康月間』

先日はロータリーカップサッカー大会を開さい
していただき、ありがとうございました。
前日が大雨で試合ができるか心配でしたが、無
事に大会ができてよかったです。
朝早くから会場をじゅんびしていただいたり、
お昼にはおいしい焼きそばを作っていただいた
おかげでとても楽しい一日になりました。
ずっとコロナで大会や練習が少なくなっていた
ので、このような大きな大会に参加できて、し
かも優勝できたので本当にうれしかったです。
最優秀選手賞をいただいて、もっとサッカーが
うまくなりたいと思いました。
これからもがんばります。
FC VELSA 佐藤希春

2 ページ
✽会長エレクト

飯野

浩一

✽親睦活動委員長

次年度のついて
・3/18・19 の 2 日間で PETS 受講しました。
・4/16 地区研修会・協議会があります。
宜しくお願いします。

中村

和彦

・3/18 加藤年度第 2 回親睦ゴルフコンペのご参加
ありがとうございました。7000 円はニコニコへ
・4/19 加藤年度第 3 回親睦ゴルフ 12 名参加予定
です。

４月のお祝い
会員誕生日

会員結婚月
配偶者誕生日

森伊久磨
田中 靖
島村 功
近藤敬男
白濱龍興
島村礼子
岩崎宣子
栗原容子

関根 浩
星野正男
川田金造
近藤憲明
十川久子
土橋浩子
田中君子
島村功さん

白濱龍興さん

1 月誕生祝い

中村和彦さん

川田金造さん
3 月誕生祝い

森伊久磨さん
齋藤清さん

みなさん素敵な 1 年になりますように！

蓮田 RC チャーターメンバー 土橋 藤男会員
『蓮田 RC５０周年のあゆみ』について

蓮田ロータリークラブ
創立記念日 1971 年 6 月 26 日
認証年月日 1971 年 7 月 28 日
（全国 1072 番目 地区 22 番目）
認証伝達式 1972 年 6 月 4 日

「故きを温ねて新しきを知る」蓮田 RC は 50 周年を迎えます！これからもよろしくお願いします。
土橋さん 卓話ありがとうございました。

加藤

始さん

舟山清志さん

飯野浩一さん
岩崎一隆さん
川田金造さん
栗原 均さん
黒須雅行さん
齋藤

清さん

本日もご出席ありがとうございます。
岡部様ようこそ。先日はチャリティー
ゴルフコンペおつかれ様でした。会長
である私が出席できず申し訳ございま
せんでした。本日卓話土橋様よろしく
お願い致します。
4 月に入ってから始めての例会です。
3/28 清掃活動
50 周年記念贈呈式
４/７ 医療従事者への義援金
チャリティーゴルフコンペにご協力
ありがとうございました。本日も例会
ご出席ありがとうございました。
土橋さん、本日は卓話ありがとうござ
います。
土橋さん卓話ありがとうございます。
妻、誕生祝ありがとうございます。
お世わになります。
チャーターメンバー土橋様卓話楽しみ
にしてます。ニコニコ
土橋さん卓話よろしくお願いします。
岡部さん蓮田 RC へようこそ。
コロナ過の中でバスの運行が少ない中
でゴルフの時に当社バスをご利用いた
だきましてありがとうございました。

齋藤清和さん

岡部さん、ようこそ蓮田 RC へ。
土橋会員、50 年分の思いをよろしく
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 土橋さん、卓話楽しみにしています。
白濱龍興さん 本日もよろしくお願い致します。
田中政司さん 家内への誕生日祝ありがとうございます
田原春夫さん 50 周年記念ゴルフのご協力有りがとう
ございました。
十川英男さん お世話さまです。
土橋藤男さん 下手な話を聞いていただきます。
富田 譲さん コロナ禍の中、久々に松山選手の朗報
よかったです。本日も宜しく。
中村和彦さん 本日もよろしくお願いします。
野村 均さん 土橋さん 卓話宜しくお願いします。
波多野勝治さん お世話になります。
武藤倫雄さん 今月 28 日は伊奈町長が卓話にみえます
皆様どうぞご出席ください。
森伊久磨さん 先日は 50 周年ゴルフコンペお疲れ様
でした。とうとう僕も今月で５０才に
なってしまいました。
山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。
渡辺 圭さん 岡部さんようこそ。土橋さん本日の卓話
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

リアル

Zoom

欠席

本日の合計

累計

総数

５１

２９

2３

６

２２

￥58,000

￥1,068,000

2４名

本日の出席率

５６．８６％

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 048-765-1289
e-mail hasudarc@gmail.com
http://www.hasuda-rotaryclub.com/
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