Ｎｏ．１８

第１１６６回例会

２０２１年（令和３年）１月７日

新年初例会
演目「お楽しみ」
紹介者

実方

第３回クラブフォーラム
（国際奉仕）

昇君

落語芸術協会監事・桂 米福師匠

１２月１７日例会報告
点 鐘
ロータリーソング

「それでこそロータリー」

出席報告
会員数

出 席

出席率

21名

20名

100％

会長報告
・ロータリー米山奨学会より、「第19回米山功
労クラブ」として表彰されました。
・「ワイキキＲＣ・姉妹クラブデーZoom例会」
出席報告（12月16日開催）
・本日例会に引き続き、「年次総会」を開催し
ます。
・今月のお祝い

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club
☆
☆
☆

会 長・実方 昇
副会長・皆川英久
幹 事・大澤一隆

幹事報告
・本日「年次総会」終了後、「第６回定例理事
会」を開催します。
・12月24日（木）、12月31日（木）例会は、休
会となりますので、ご注意ください。
・「第７回定例理事会」について
１月７日（木）例会終了後
・「東分区ＩＭ」について
３月８日（月） ＰＭ１：30～登録
於：タワーホール船堀
ホスト：東京江戸川ＲＣ
☆３月11日（木）例会は、移動例会となりま
すので、ご注意ください。
・アンフェリシオン裏の駐車場について
１月例会時は、利用台数制限（２・３台のみ）
となりますので、ご注意ください。
委員会報告
＜ロータリー財団委員会＞
・「ロータリー財団への寄付金」協力の御礼と
報告［12月レート：105円］
寄付金額：全会員 20,000円
内訳：年次寄付 18,900円（180ドル）×21名
ポリオ 110ドル（クラブ寄付扱い）
平和
110ドル（クラブ寄付扱い）
皆様からの420,000円を送金しました。
追加：ベネファクター 100ドル×１名
10,500円を送金しました。

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

＜職業奉仕委員会＞
・「四つのテスト」唱和

卓

本日のニコニコ情報
①本日は「年次総会」です。
次年度理事の皆様、よろしくお願いします。
②今年最後の例会です。コロナ禍での
｢静かな年末年始」となりますが、
良いお年をお迎えください。

話

本日は、「年次総会」を開催しました。

＜年次総会報告＞
2021年７月～2022年６月
理

事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

（会 長）
（クラブ奉仕）
（職業奉仕）
（社会奉仕）
（国際奉仕）

（青少年奉仕）

会 長
副会長
幹 事
ＳＡＡ
会 計

大澤君：

本日は今年最後の例会になります。
皆様のおかげで、幹事として折り返
し地点まで来ることができました。
来年もご指導の程、よろしくお願い
致します。

実方君：

本日は今年最後の例会です。コロナ
禍の中、上半期ご協力ありがとうご
ざいました。来年下半期もどうぞよ
ろしくお願い致します。

理事

皆川英久
山田太熙
番場恵介
長谷川 隆
山田憲裕
田村純治
定光孝義
森岡 啓
長濱浩一
池田正孝
実方 昇
皆川英久
山田太熙
番場恵介
定光孝義
森岡 啓

2021～2022年度

池田君、近藤君、定光君、鈴木君、田北君、
田島君、田村君、番場君、、福田君、皆川君、
山田憲裕君、山田太熙君、山本君・・・①②

長谷川君： 実方会長、大澤幹事、半年間ご苦労
様でした。あと半年、よろしくお願
い致します。先日、渡辺さんにお会
いして、九州のお土産をお預かり致
しました。最終例会に出席できず、
残念がっておりました。皆様によろ
しくとのことでした。
森岡君：

湯沢の友人から、一晩に 103ｃｍ積
もったのは生まれて初めてだとＬＩ
ＮＥありました。今週末から雪まみ
れです。

矢作君：

今年も最終例会となりました。今年
度決算も終わり、納税も完了しまし
た。いろいろお世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
計18名

理事

12月の友愛コーナー ￥

1,000

本日入金 ￥

36,000

累計 ￥

711,000

基金累計 ￥

7,023,063

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club
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寄付金贈呈方法については、2021年２月
４日例会に江戸川区長にお越しいただき
（江戸川区長には卓話をしていただき、
武藤社長、遠藤専務もお招きする）、そ
の際に目録を渡し、別途、当クラブから
江戸川区の口座に銀行振込することとな
った。
新型コロナウイルス感染対策のため、集
合写真は撮らないこととなった。
②Zoom出席の件
会長にてガバナー事務所に確認したとこ
ろ、Zoom出席自体は問題なく、他地区で
はZoomによるメークアップをしていると
ころもあるが、メークアップ料は徴収し
ていないとのことであった。
現在、Zoomの設定等が一部の会員に任せ
きりになっているので、クラブ全体とし
てZoomの勉強会が必要ではないかとの意
見が出た。
③新年初例会（2021年１月７日）の件
友好姉妹クラブにはZoom参加を呼び掛け
ており、回答待ちであることが報告され
た（今後、初例会に限らず、Zoom参加を
呼び掛ける方向）。
タイムスケジュールは通常どおりとする
こととなった。
④地区大会・本会議（2021年４月８日）参
加者選出方法の件
新型コロナウイルス感染対策のため、人
数制限があり、会長、幹事の他３名を選
出しなければならないが、人選について
は三役一任となった（登録期限は2021年
２月12日）。
以上承認

第６回定例理事会報告
日 時：2020年12月17日（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、山本、田北、
番場、池田
計11名
欠席者：なし
議 題
（１）地区補助金申請の件
・2021年１月29日が申請の締め切り
・2021年４月開設予定の児童養護施設「江
戸川つむぎの家」（社会福祉法人共生会
運営）に協力できないか検討中。本理事
会後に、実方会長、皆川副会長、山田太
熙社会奉仕委員長にて現地訪問予定
（２）会員増強の件
・現在の会員数21名であり、会長が２名の
退会届を預かっているとの報告があった。
・今後、各会員が真剣に会員増強に取り組
む必要があることが確認された。
・今後も例会へのZoom参加を可とするか、
会員候補者に声掛けをするにあたり、決
めておくべきではとの意見が出た。
（３）2021～2022年度地区委員推薦の件
・山田憲裕会員と大澤会員を推薦したこと
が確認された。
・長谷川会員の任期は継続であることが確
認された。
（４）その他委員会報告、意見交換
①創立27周年記念家族会（11月14日）会計
収支報告
収支の結果、余剰が発生したので、この
余剰金のうち 1,500,000円を株式会社岩
瀬運輸機工と連名で江戸川区に寄付する
こととなった。残金は親睦活動委員会の
預りとすることとなった。

第2580地区
日

東分区インターシティ・ミーティングのご案内

時：３月８日（月）

登 録
本会議
懇親会
会 場：タワーホール船堀 大ホール
ホスト：東京江戸川ロータリークラブ

ＰＭ１：30～
ＰＭ２：00～
ＰＭ６：15～ＰＭ８：30

☆３月11日（木）例会は、移動例会となりますので、ご注意ください。
☆ご出欠は、１月21日（木）までにクラブホームページ「例会出欠登録表」からご登録ください。

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club
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新年のご挨拶

新年のご挨拶
会

長

実方

昇

新年おめでとうございます。本年もどうぞ
よろしくお願い致します。
昨年７月よりコロナ禍の中、今期がスター
トして早いもので半年が過ぎました。
その中で１１月の創立２７周年記念家族会、
思い出に残るような家族会として会員全員の
ご協力をいただきまして、改めて感謝申し上
げます。
またコロナ禍の中、Ｚｏｏｍを利用した今
期からの試みでありますオンライン出席やオ
ンラインミーティングも少しずつ定着してい
けるような手ごたえを感じております。後半
期も引き続きよろしくお願い致します。
さらに後半期は、対外的には東分区ＩＭ、
地区大会の出席、そして地区研修協議会のホ
ストクラブとしての任務役割、クラブ内では
地区補助金の申請、江戸川区児童相談所への
奉仕活動、観桜例会、親睦旅行と行事、活動、
イベントが控えています。コロナ禍の中でも
予定通り行われることを祈ってはいますが、
今期のスローガンでもありますポジティブに
考え、楽しみながら皆で力をあわせて、知恵
を絞り、一緒に扉を開きましょう。
新型コロナによる感染拡大による未曾有の
事態の只中ではありますが、会員の皆様には
さらなるご協力をよろしくお願い申し上げま
す。

例会出欠登録のお願い
例会出欠登録は、クラブホームページから
水曜日の正午までにご登録ください。
本年も皆様のご協力をお願い致します。

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club

幹

事

大澤一隆

新年、明けましておめでとうございます。
本年が会員の皆様にとって素晴らしい年にな
りますことをまずは祈念申し上げます。
私の方は幹事を務めさせていただき半年が
過ぎましたが、皆様のご協力のおかげで何と
か大きな問題なくクラブ運営を進めることが
できました。心より感謝しております。
考えてみれば、昨年は新型コロナ一色の年
であり、当クラブのスケジュールも例年どお
りとはいかず、新型コロナの感染状況を注視
しながら適宜変更していかざるを得ませんで
した。そのような中で、実方会長の英断と田
北親睦活動委員長の尽力により、万全な感染
対策の下、１１月１４日に創立２７周年記念
家族会を開催できたことは、当クラブにとっ
て本当に大きな財産になったと思います。
また、例会へのＺｏｏｍ出席の承認や休会
時のオンラインミーティングの開催など、「
ｗｉｔｈコロナ時代」における新たな取組に
着手することもできました。
他方、会員増強という問題については前進
がなく、むしろ、残念な情報にも接している
ところです。この点につきましては、どのよ
うにしたらロータリーの魅力を対外的に発信
でき、入会したいと思ってもらえるのかをク
ラブ全体で検討していかなければならないと
思います。
新たな年を迎えての後期ですが、大きな事
業として、４月２１日に当クラブがホストと
なっての地区研修協議会が開催されます。そ
の頃までには新型コロナが収束してくれるこ
とを願ってやみませんが、現実的に考えれば、
感染リスクに配慮した例年にない運営が求め
られるのだろうと予想されます。その際には、
会員の皆様のご協力が不可欠ですので、ご理
解を賜れますと幸いです。
最後になりますが、引き続き、微力ながら
実方会長を支えるとともに、少しでも会員の
皆様のお役に立てるよう努めたいと存じます
ので、何卒よろしくお願い申し上げます。
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