Ｎｏ．２

第１１４９回例会

２０２０年（令和２年）７月９日

ガバナー補佐訪問

第１回クラブフォーラム
（クラブ奉仕）

第2580地区東分区ガバナー補佐・海老沼孝二氏

７月２日例会報告
点 鐘
国 歌 「君が代」
ロータリーソング 「奉仕の理想」
出席報告
会員数 出 席 出席率
21名

17名

6月18日訂正出席率

80.95％

100％

メークアップ報告
６月18日（木）例会は、出席率 100％でした。

・委嘱状の伝達
第2580地区青少年交換委員会委員・
長谷川 隆君

会長報告
・田村パスト会長より、乾杯のご挨拶

・東京東江戸川ＲＣ会長・鹿倉
ご挨拶

勇氏より、
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☆
☆
☆

会 長・実方 昇
副会長・皆川英久
幹 事・大澤一隆

・「新型コロナウイルス感染防止対策・クラ
ブ内ガイドライン」について
掲示板をご覧ください。
・「新型コロナウイルス対策委員会」設置に
ついて
構成員：会長、幹事、ＳＡＡ正副委員長・
プログラム正副委員長
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☆ 会報委員会・定光孝義・池田正孝・長濱浩一
☆ 事務局・〒136-0071 東京都江東区亀戸1-43-22 アンフェリシオン内
ＴＥＬ：04-2946-9824
ＦＡＸ：04-2946-9825

・「2019～2020年度・第2580地区大会」表彰
品をいただきました。

卓

話

本日の卓話は、会長・実方 昇君、副会長・
皆川英久君、幹事・大澤一隆君による「就任
挨拶」でした。

幹事報告
・本日例会終了後、「第１回定例理事会」を
開催します。
・「次年度ガバナー補佐訪問」について
７月９日（木）
・「第１回クラブフォーラム（クラブ奉仕）」
について
７月16日（木） ＰＭ１：10～
☆例会に引き続き開催しますので、全員の
出席をお願いします。
・「上半期会費」について
請求書をメール送信しましたので、７月31
日までにお振込みください。
・７月８日（木）、「地区青少年交換委員会」
に、長谷川会員（地区青少年交換委員会委
員）が出席します。
・各ＢＯＸに、「会員名簿」が入っています。
乱丁・落丁は交換しますので、事務局へお
申し出ください。
・「会員名簿」訂正・変更について
Ｐ13 （誤）第2580地区青少年奉仕委員会
（正）第2580地区青少年交換委員会
Ｐ46 （変更前）12月５日（土）
クリスマス家族会（予定）
（変更後）12月10日（木）
クリスマス家族会
＜前年度幹事＞
・「田村前年度東分区ガバナー補佐、皆川前
年度東分区幹事・慰労会」について
７月８日（水） ＰＭ６：30～
於：アンフェリシオン
委員会報告
＜ロータリー情報・雑誌・広報委員会＞
・「ロータリーの友７月号」のご紹介
＜親睦活動委員会＞
・「国際大会（台湾・台北）・親睦旅行」参
加のお願い
積立金：240,000円（毎月20,000円）
毎月最終例会時に集金します。
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会長・実方

昇君

副会長・皆川英久君

幹事・大澤一隆君

本日入金 ￥

44,000

累計

44,000

￥

基金累計 ￥

6,356,036

鹿倉 勇氏： 初例会おめでとうございます。
小内賢一氏： 今年度もよろしくお願いします。
永井正己氏：
（東江戸川）
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本日のニコニコ情報
①いよいよ実方会長のもと、
新年度がスタートします。
みんなで楽しい
ロータリー・ライフにしましょう。
②東京アラートが解除されたとは言え、
まだまだ新型コロナウイルスが
蔓延しています。
各人、くれぐれもご注意ください。
③東京東江戸川ＲＣ
鹿倉会長、小内副会長、永井幹事、
ようこそお越しくださいました。
本年度もよろしくお願い致します。

新旧理事引継ぎ式
日
場

時：Ｒ２・７・２（木） ＰＭ12：15～
所：アンフェリシオン ６階「レガーロ」

１．認証状の伝達
２．木槌の引継ぎ
３．バッチ・エンブレムの交換
４．財産目録の引渡し
５．記念品の贈呈
６．新理事の紹介

池田君、小宮君、近藤君、田北君、田島君、
番場君、福田君、皆川君、矢作君、
山田太熙君、山田憲裕君・・・①②③
大澤君：

いよいよ新年度が始まります。幹
事として至らないところは多々あ
ると思いますが、楽しいクラブ運
営に努めて参りますので、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

実方君：

本日より新年度がスタートします。
新型コロナの影響の中ではありま
すが、感染対策を意識しながら、
安全で楽しい例会を目指します。
１年どうぞよろしくお願いします。

田村君：

いよいよ新年度ですね。実方幹事、
大澤幹事、頑張ってください。た
ぶん、１年はあっという間に終わ
ります。

認証状の伝達

記念品の贈呈

長谷川君： 実方丸の門出を祝う、日本晴れ！
楽しい１年にしましょう。親クラ
ブ三役の皆様、ようこそいらっし
ゃいました。
森岡君：

新しい生活様式の中、実方会長年
度のスタートをお祝いします。親
クラブの幹事・永井ちゃんもよろ
しくお願いします。

渡辺君：

新理事の皆さん、状況が厳しい折
ご苦労をお掛けしますが、よろし
くお願いします。遠くからで何の
お役にも立てませんが、東京に帰
った時は極力例会に出させていた
だきます。
計20名

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club

新理事の紹介
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＜第６回被選理事会報告＞
日 時：Ｒ２・６・18（木）例会終了後
場 所：アンフェリシオン
出席者：実方、皆川、大澤、山田憲裕、
山田太熙、福田、山本、田北、池田
計９名
欠席者：近藤、番場
議 題
（１）例会形式と年間スケジュールについて
（次年度限定）
・通常例会とZoom形式例会の線引きは、
次のとおりとする。
①通常例会 緊急事態宣言解除
②Zoom形式例会 緊急事態宣言中
※平常時のオンラインミーティング
と緊急事態宣言中のZoom形式例会
は別のものであることに注意。
・出席規定については次のとおりとする。
①通常例会の場合
→年度内のメークアップの容認（メー
クアップの管理が困難）or
Zoomでの出席の認定（まずは設備整
備が条件・出席管理）
※通常出席とオンライン出席を区別
できるように、クラブホームペー
ジを修正する必要ありか？
※クラブ予算からZoomの年会費
（20,100円）を支出することのコ
ンセンサスを得る必要あり。
②Zoom形式例会の場合
→幹事への報告を条件に欠席を認める。
（幹事への欠席報告を条件とする点
で、平常時のオンラインミーティン
グとは異なる。）
・出席規定の変更にあたっては、クラブ
定款の改正が必要。その場合、７月１
日（水）に持ち回りの臨時理事会（メ
ール）、７月２日（木）に臨時の規定
審議会を開催しなければならない。
・休会の判断、その場合の卓話の扱いな
どを検討する機関として「コロナ対策
委員会」を設置する。構成員は、会長、
幹事、ＳＡＡ委員長・副委員長、プロ
グラム委員長・副委員長とする（事務
局も情報共有）。７月２日（木）より
前にはメンバーに周知したい。
・感染防止対策として作成したガイドラ
イン案を配布した。 37.５度以上の発
熱の場合の欠席、マスク着用、入館時
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のアルコール除菌、例会場での検温は
とりあえず必須。ロータリーソングは
歌わず、歌入りのＣＤを流す。
・オンラインミーティング（祝日週・休
会日）は年７回実施し、自由参加型と
する。
・新型コロナウイルスの状況に鑑み、年
間プログラムの臨機応変な対応は可と
する。
・東分区ＩＭが2021年３月８日（月）に
変更となった。
（２）2020～2021年度予算書について
・暫定案２で進める。わんぱく相撲（例
年協賛30,000円）と江戸川区民まつり
（例年協賛30,000円・前年度協賛33,0
00円）の中止により、支出の部の修正。
（３）その他意見交換
・地区補助金申請（締め切り９月末）に
ついては、江戸川区子ども家庭部に対
し、新型コロナウイルスで区内の子供
たちが困っていることがないかを聴取
する。
・公共イメージ向上委員長の選出は必要
ないが、ガバナー公式訪問時、広報的
機能を担う委員会（ＩＴ、社会奉仕、
会報等）において、活動計画報告に公
共イメージに関する話を織り交ぜる。
（３つの合同委員会を開く）
・８月29日（土）、暑気払い例会につい
ては、アサヒビールＶＩＰルームを検
討中であるが、まだ予約ができない。
もう少し様子見となった
・例会時、「四つのテスト」を唱和（職
業奉仕担当）するタイミングについて
意見交換した。ロータリーソング後が
有力。
以上承認

＜臨時被選理事会報告＞
日 時：Ｒ２・６・25（木）
場 所：アンフェリシオン
出席者：実方、皆川、大澤、山田太熙、
近藤、福田、番場、池田
計８名
オブザーバー：森岡
欠席者：山田憲裕、山本、田北
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議 題
（１）クリスマス家族会の会場・日程変更に
ついて
・岩瀬パスト会長の会社の創立50周年を
シャングリ・ラ ホテル東京で開催予
定だったが、新型コロナウイルスの影
響で中止となった。返金されない予約
金を無駄にしないため、当クラブのク
リスマス家族会で利用してほしいとの
打診が、株式会社岩瀬運輸機工の武藤
社長からあった。
・年間予定表では、クリスマス家族会は、
12月５日（土）に東武ホテルレバント
東京で行う予定であったが、上記の打
診を受け、会場変更する方向となった。
・シャングリ・ラ ホテル東京は12月５
日（土）に先約が入っているため、日
程も12月10日（木）に変更となった。
・会費については、例年と同額程度を集
め、その徴収金額から当日のアトラク
ション費用などを除いた額を岩瀬パス
ト会長サイドに支払う方向となった。
以上承認

＜資料１＞

臨時規定審議会

第１号議案

クラブ定款変更の件

【議案】
例会欠席時のメークアップ期間について定め
たクラブ定款第12条第１節（ａ）「例会の前後
14日間。例会の定例の時の前14日または後14日
以内に、」の文言を、今年度に限り、「欠席し
た例会と同じ年度内に、」の文言に変更する。
【提案理由】
新型コロナウイルスの影響により、欠席例会
の前後14日間でのメークアップが困難となるこ
とが予想されるので、当クラブの誇る例会出席
率 100％を維持するため、本年度に限り、メー
クアップの期間をＲＩの「標準ロータリークラ
ブ定款」（第10条第１節（ｄ））の内容に合わ
せ年度内としたい。
よって、クラブ定款第22条第１節に基づき、
上記議案を規定審議会に上程する次第である。

第２号議案
※被選理事会後、12月10日（木） 18：30～
シャングリ・ラ ホテル東京の予約ができ
たとのこと。今後、東武ホテルレバント東
京のキャンセル料等確認の上、正式に会場・
日程変更をする。
※正式に会場・日程変更が決まったら、年間
スケジュールの変更と親クラブ・東京東江
戸川ＲＣへの報告。

臨時理事会報告（１）

議案

その他

その他、提案があれば審議する。

＜資料２＞

クラブ定款の変更・解釈について

①クラブ定款の変更（本年度限定）の承認
クラブ定款 第12条第１節
「例会の前後14日間メークアップ」
↓
標準ロータリー定款 第10条第１節
「年度内のメークアップ」

（持ち廻り）
日 時：Ｒ２・７・１（水）
場 所：各事業所（メールにて）
出席者：実方、皆川、大澤、山田憲裕、
山田太熙、近藤、福田、山本、田北、
番場、池田
計11名
欠席者：なし
議 題
（１）別紙資料のとおり、クラブ定款の変更（
本年度限定）及び解釈につき、ご承認を
得たく存じます。
（２）クラブ定款変更に伴い、臨時規定審議会
の招集につき、ご承認を得たく存じます。
以上承認
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②クラブ定款の再認識
クラブ定款 第８条第１節
「例会は、オンラインでつながる方法を利用
できる」
↓
例会でのZoomの出席を認める
③クラブ定款の解釈の了解
クラブ定款 第８条第１節
「全地域社会にわたって流行病が発生した場
合、理事会は例会を取りやめることができる」
↓
緊急事態宣言中のZoom形式例会での欠席の容
認
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