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第１１５０回例会

２０２０年（令和２年）７月１６日

第１回クラブフォーラム
（クラブ奉仕）

これからのロータリー

前年度第2580地区東分区ガバナー補佐・田村純治君

７月９日例会報告
点 鐘
ロータリーソング

「我等の生業」

来賓紹介
☆ゲスト
２名
海老沼孝二氏
（次年度第2580地区東分区ガバナー補佐）
追分義郎氏（第2580地区東分区幹事）
計２名
出席報告
会員数 出 席 出席率
21名

19名

95.00％

6月25日訂正出席率
100％

メークアップ報告
６月25日（木）例会は、出席率 100％でした。

会長報告
・第2580地区東分区ガバナー補佐・海老沼孝
二氏、第2580地区東分区幹事・追分義郎氏
より、ご挨拶
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☆
☆
☆

会 長・実方 昇
副会長・皆川英久
幹 事・大澤一隆

・「第１回臨時理事会」承認事項に関するクラ
ブ決定
＜理事会決定された「出席規定」について＞
今年度に限り、欠席した例会のメークアップ
を同じ年度内に行う。
今年度に限り、例会場からのZoomを使用した
オンライン配信への出席を認める。
（両方欠席の場合、メークアップが必要）
＜結果＞
会員からの承認を得られましたので、クラブ
の最終決定となりました。
幹事報告
・「第１回臨時理事会」報告（７月１日開催）
・「第１回定例理事会」報告（７月２日開催）
・「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～

http://www.tec-rc.jp/

☆ 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

☆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。
・７月23日（木）例会は、休会となりますの
で、ご注意ください。
・「ロータリー全国囲碁大会」について
10月３日（土） ＡＭ10：00～
於：日本棋院本院
☆掲示板をご覧ください。
・「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14日（火）、「東京東江戸川ＲＣ・初
例会」に、実方会員（会長）、皆川会員（
副会長）、大澤会員（幹事）が出席します。
・「ロータリーレート」変更のお知らせ
７月１日から 107円（６月：108円）
＜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」の御礼と報告
（７月８日開催）

本日入金 ￥

60,000

累計 ￥

104,000

基金累計 ￥

6,416,036

海老沼孝二氏：
１年間、よろしくお
（東分区ガバナー補佐） 願いします。
追分義郎氏：
（東分区幹事）
本日のニコニコ情報
①海老沼東分区ガバナー補佐、
追分東分区幹事、
ようこそお越しくださいました。
ご指導くださいますよう、
お願いいたします。
②東京都の新型コロナウイルス感染者が
４日ぶりに 100人を割りましたが、
まだまだ猛威を奮っています。
くれぐれもお気を付けください。
池田君、小宮君、近藤君、定光君、鈴木君、
田島君、番場君、福田君、矢作君、
山田憲裕君・・・①②

委員会報告
＜ＳＡＡ・親睦活動委員会＞
・「暑気払い例会」下見のご案内
７月11日（土） ＰＭ６：00集合
於：アサヒグループ本社ビル

大澤君：

＜前年度親睦活動委員会＞
・東武トッフプツアーズからの「会員登録・
ＧｏＴｏトラベルキャンペーン」のご案内
各ＢＯＸにチラシが入っています。
前年度「親睦旅行」、「台北永東ＲＣ・創
立22周年記念例会」中止に伴い、ご尽力い
ただきましたので、ご協力ください。

海老沼ガバナー補佐、追分分区幹
事、本日はお忙しい中、お越しく
ださいまして、ありがとうござい
ます。海老沼ガバナー補佐の卓話
を楽しみにしております。よろし
くお願い致します。

実方君：

海老沼ガバナー補佐、追分分区幹
事、ようこそおいでいただきまし
た。本日はよろしくお願いします。

田村君：
皆川君：

昨晩は素晴らしい会を催していた
だき、本当にありがとうございま
した。感謝、感激であります。海
老沼ガバナー補佐、追分分区幹事、
ようこそ。１年間、どうぞよろし
くお願いします。

長濱君：

先日、大学の先輩でブリーダーを
やっているところで、犬の赤ちゃ
んが12匹産まれました。森岡さん、
飼いませんか？

卓

話

本日の卓話は、第2580地区東分区ガバナー
補佐・海老沼孝二氏による「ロータリーって、
何？」でした。

長谷川君： 東分区ガバナー補佐・海老沼孝二
様、東分区幹事・追分義郎様、本
日はようこそいらっしゃいました。
１年間、お世話になります。昨日
の前ガバナー補佐・田村さん、前
分区幹事・皆川さんの慰労会に、
多数ご出席いただきまして、あり
がとうございました。
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森岡君： ２日連チャンのロータリー、お疲れ
様です。
計19名

第１回定例理事会報告
日 時：Ｒ２・７・２（木） ＰＭ１：30～
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、近藤、福田、田北、番場、
池田
計10名
欠席者：山本
議 題
（１）例会出席管理
・通常例会における年度内メークアップの
管理については、ＳＡＡと事務局にて対
応する。ただし、例会食事手配に関して
はコロナ禍の中、今年度は会員の負担軽
減を考慮して、事務局に依頼する。
・通常例会におけるZoom参加者の出席管理、
緊急事態宣言中でのZoom形式例会での出
席管理も前記のとおり（出欠簿に記載す
る出席の印はZoomとわかるようにする）。
開催にあたっては、Zoomの定期ミーティ
ング機能を利用する。
・オンライン形式の開催段取りについては、
アンフェリシオン内のWi－Fi環境が悪く、
Zoomが10分くらいで途切れてしまうとい
う問題があるので、改善を図る。
・オンラインミーティング（休会日開催）
については、自由参加型なので、出席管
理はしない。ただし、オンラインミーテ
ィングの様子を会報には掲載したいので、
事務局にも参加してもらい、会報に反映
してもらう。
・オンラインミーティング（休会日開催）
の際、卓話の時間はYouTube等を利用す
る。
（２）2020～2021年度予算書について
暫定案２について検討。
赤字予算となっているため、黒字修正を
試みる。
過去の年度の決算報告書を事務局から取
得し、庶務費予算削減が可能な項目を検
討する。
事務局から、深江会長年度と山田（太）
会長年度の決算報告書は受領済。池田会
長年度の決算報告書は作成中とのこと。
（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、本日の理事会後、実方会長と皆
川副会長、山田太熙社会奉仕委員長にて
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江戸川区子ども家庭部を訪問し、ニーズ
についての事情聴取をする。
・公共イメージ向上発表（ガバナー公式訪
問時）については、社会奉仕、ＩＴ、会
報の３委員会で合同委員会を開催し（会
長、幹事も参加する）、それぞれの立場
での発表内容を検討する。
・８月29日（木）、暑気払い例会について
は、皆川副会長にて、アサヒビールのＶ
ＩＰルームとイタリアンレストランを押
さえているが、ＶＩＰルームの方は３密
になる可能性が高いので、イタリアンレ
ストラン（貸切）での開催の方向で考え
る。７月11日（土）に現地下見をし、最
終決定する。
・例会場テーブル列の件、その他初例会に
ついては特段問題なし。ただし、クラブ
フォーラムの際は、ディスカッションが
できないといけないので、円卓に３～４
名が着座する形式で検討することとなっ
た。
・クリスマス家族会の件については、岩瀬
運輸機工側の意向にも配慮し、「クリス
マス」という名目にこだわらず、シャン
グリ・ラ ホテル東京にて、11月の開催
（例えば、11月14日（土））で調整する
方向となった。
※１ 岩瀬運輸機工側がお金の受領を辞
退されているとのことなので、参
加費をどのように岩瀬運輸機工に
還元すべきか要検討。
※２ 田北親睦活動委員長にて、東武ホ
テルレバント東京のキャンセル料
の確認をしてもらうことになった。
以上承認

暑気払い例会のご案内
日
会

時：８月29日（土） ＰＭ６：30～
場：アサヒグループ本社ビル
22階 展望ラウンジ

参加費：会員 15,000円
欠席会員（協力金） 10,000円
奥様・ご家族（中学生以上）
10,000円
ご家族（小学生以上） 5,000円
ご家族（未就学児）
無料
☆

多数のご参加をお願いします。

http://www.tec-rc.jp/

