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
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点鐘

12:30

会長

加藤

始

幹事

舟山

清志

司会

島村

功

皆さんこんにちは本日の例会出席、ズームでの参
加ありがとうございます。そして、タイのチェンマ
イではいつもお世話になっております黒木様 よう
こそいらっしゃいました。本来なら AED 寄贈で
チェンマイに行くことを楽しみにしていましたが
渡航できず残念です。後程ご挨拶頂きたいと思いま
す。先日もお話しさせていただいた５０周年記念式
典ですが、残念ではございますがいろいろ検討して話し合った結果、この
ようなコロナ状況を考え中止と判断させて頂きました。ただ今年度中には
式典の代わりに皆様とクラブ内で行いたいと考えております。５０周年事
業は引き続き行っていき、記念誌も作成いたしますのでよろしくお願い致
します。本日の卓話は田中政司会員です。よろしくお願い致します。

＜国際ロータリー日本事務局経理
・４月のロータリーレート １ドル＝１１０円

✰斉唱 我等の生業
＜連絡事項＞
・蓮田 RC 創立 50 周年記念式典中止のお知らせ（回覧）
・５／８ IM 中止のお知らせ
・４月理事役員会の議事録を掲示しました。ぜひご覧ください。

おぼろ月夜
✰唱和
四つのテスト

栗原比呂志

✰本日のお客様
黒木

【蓮田駅西口行政センターの会議室利用について】
蓮田駅西口行政センターの会議室が使用できるようになりました。

みづほ様

✰卓話
田中政司会員
「北タイ AED 寄贈」報告

会議室１（定員６１名）
◎使用料
◎利用時間

・

会議室２（定員３７名）

１時間につき３００円
９時～２１時

（全日

３０００円）

休所日 木曜日・祝日・年末年始

「蓮田市公共施設予約・案内システム」にて空き状況や仮予約可能です。
蓮田 RC

４月は
『母子の健康月間』

ＩＤ

３６２８

PW

１３０７７

ネットで仮予約しましたら、
１０日以内に料金の支払いを西口行政センター2F 施設利用受付にて
お支払いください。
支払いが済み次第、予約完了となります。
※仮予約後、１０日経過すると自動的にキャンセル扱いとなりますので
ご注意ください。

詳細については後日事務局よりご利用についての案内をいたします。
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✽会長エレクト

飯野 浩一

次年度のついて
・4/16 地区研修会・協議会がありました。
ご参加ありがとうございました。

✽ゴルフ部

中村

和彦

・4/19 加藤年度第 3 回親睦ゴルフのご参加ありが
とうございました。6000 円はニコニコへ
・次回第 4 回親睦ゴルフは 6/1 桃里カントリー倶楽部です。
今回は近場にしました。みなさま奥様もお誘いあわせの上
ぜひご参加ください。

白濱龍興さん
４月誕生祝い

田中

靖さん

素敵な 1 年になりますように！
小林健男さん ご寄付ありがとうございました！

50 周年とは半世紀に一度、蓮田クラブに限らずどこの
クラブでも非常に力が入るイベントです。準備委員会
ならび実行員会を立ち上げて一年以上も前から準備を
してまいりました。
どうしてもやりたいという意見もございましたが、コロ
ナの影響で早急にやるべきか否かについて結論を出さな
ければいけないとのことで 4/12 に実行委員会 12 名全員
で集まりました。多くの方はやりたいという心情がござ
いましたが、現状を考えると難しいのではないかという
意見もありつつ発言しづらい声なき声もございましたので
副委員長である私が皆さんの心情考えて決断をさせて頂き
ました。蓮田ロータリークラブを始め、ご列席される方々
の健康と安心を考えるとここで辞めるべきではないかと発
言をし、そして同意を得ることができました。そして実行
50 周年実行委員会 副委員長 波多野会員
委員会としては辞めるということを決断いたしました。
ただし、これはあくまでも実行委員会の考えてあって 14 日に理事役員会がございました。理事役員会はみなさん
ご存じの通り、蓮田ロータリークラブの最高意思決定機関でございます。そういうことで 4/14 例会の時点では結
論がまだでておりませんでしたので、土橋チャーターメンバーから 50 周年について卓話をスライドを使ってやっ
ていただいたわけでございます。例会後、理事役員会で話し合い、総意で中止になりました。そして先ほど加藤会
長が言われた通り、中止という報告を皆様にさせていただきました。以上が中止の経緯となります。改めて実行委
員会として創立 50 周年記念式典は中止となったことをご報告いたします。
（50 周年実行委員長である十川会員は体調不良の為、副委員長の波多野会員が報告となりました）

蓮田 RC

黒木みずほ様

田中政司会員「北タイ AED 寄贈」報告
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チェンマイに住んできます。蓮田クラブの支援を協力していけたらと思っています。
きっかけは 2014 年田中雪心会員にお声かけいただきました。チェンマイの学校にパソコンを
届けたいので手筈を整えてほしいといわれました。その時のチェンマイ訪問時の支援は実を
結びませんでした。それ以来支援にとても力を注いでもらっています。ありがとうございま
す。今はチェンマイ北 RC 川下会長と一緒に活動しています。支援活動の協力を末永くつづ
けていけたらなと思っています。
☆大口枠の目的
・クラブ活性化
・グローバル補助金
事業への挑戦を促す
→クラブ拠出金なし

手工芸の伝承場作り（2017-18）2,000 ﾄﾞﾙ

奉仕プロジェクト部門
田中政司委員長

太陽熱温水器寄贈（2018-19）6,000 ﾄﾞﾙ

緊急処置室増築（2019-20） 8,000 ﾄﾞﾙ

AED 寄贈事業（2020-21）

8,000 ﾄﾞﾙ

コロナ禍のため、現地に行けないためパネルを作成してくれました。

オムコイ郡にＡＥＤを寄贈。オムコイ郡は住民
が貧しいため、社会基盤を整備する税金の徴収
ができないため医療過疎地。オムコイ郡内に
AED が 1 台もない。
AED は病院まで遠い地域に住む人達の命を繋ぐ
医療機器である。
【寄贈】4 台（タイ国製）$2,000×4 台=$8,000

【感謝状】

☆地区補助金報告書については申請をしたら最終報告書の作成もしてください。
（領収書・通帳の写し・写真）
次年度は、一般枠を含めて 4/30 締切
大口枠のプレゼンは 5/15 予定（ZOOM）
ローターアクトとの共同プロジェクトに対する大口特別枠を設定
チェンマイ北 RC が取り組もうとしている看護師養成プロジェクトに協力予定
現在メートゥン・ウッタヤーコム高校 3 年に在学している学生（氏名：Miss
Prapawarin Peapor)を奨学生の候補とし、この学生が看護士大学に合格した場合
2021 年 7 月より奨学金を授与（4 年間で 120 万円）
みなさんの寄付が必要になってきます。ご協力お願い致します。
わかりやすい卓話をありがとうございました！

加藤 始さん 本日もご出席ありがとうございます。
黒木さんようこそ。またチェンマイ行
けるようになったらよろしくお願い致
します。本日は卓話 田中政司さんよ
ろしくお願い致します。
舟山清志さん 一昨日、加藤年度第 3 回ゴルフコン
ペがありました。小林さんの優勝おめ
でとうございました。とても良い天気
に恵まれ楽しい時間をいただきました
次回はまたたくさんの方の参加をお待
ちしております。本日は田中政司さん
の卓話です。宜しくお願い致します。
黒木さんお久しぶりです。蓮田クラブ
にようこそおこし下さりありがとうご
ざいます。
飯野浩一さん 黒木さん 今日はありがとうございま
す。
岩崎一隆さん 田中政司さん卓話ありがとうございま
す。
栗原 均さん 妻への誕生祝ありがとうございます。
栗原比呂志さん 田中さん 本日よろしくお願いいた
します。
黒須雅行さん 黒木みづほさんお久しぶりです。田中
政司さん卓話よろしくお願いします。
小林健男さん 本日はよろしくお願いします。

齋藤清和さん

黒木様ようこそ蓮田 RC へ。田中会員
卓話ありがとうございました。
佐々木隆史さん 本日もよろしくお願いいたします。
篠原大嗣さん 本日もよろしくお願いします。
島村 功さん 黒木みづほ様よろしくお願いします。
田中政司さん卓話楽しみにしています。
田中政司さん ようこそ黒木みづほ様！久しぶりの例会
出席ありがとうございます。
田中 靖さん 例会（リアル）になかなか参加できず申
し訳ありません。本日もよろしくお願い
致します。結婚祝・誕生祝ありがとうご
ざいます。
田原春夫さん 宜しくお願いします。
土橋藤男さん 黒木さんようこそ。本日はごくろう様で
す。
中村和彦さん 本日もよろしくお願いします。
波多野勝治さん 本日もヨロシク歌います。
武藤倫雄さん 本日もよろしくお願いいたします。
森伊久磨さん 先日は加藤年度第 3 回ゴルフコンペお
疲れ様でした。あと 1 回で 2 年に 1 回
のハンデ改正となります！頑張りましょ
う！
山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。
渡辺 圭さん 黒木様ようこそ蓮田 RC へ。いつもお世
話になっております。田中さん、卓話あ
りがとうございます。

総数

出席

リアル

Zoom

欠席

本日の合計

累計

総数

５１

２６

2２

４

２５

￥47,000

￥1,115,000

2３名

本日の出席率

５０．９８％

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/

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

