
点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

Ｎｏ．３０  第１１８０回例会   ２０２１年（令和３年）６月１７日         

 

第５回クラブアッセンブリー  
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   ☆ 会 長・実方 昇   ☆ 会報委員会・定光孝義・池田正孝・長濱浩一 

   ☆ 副会長・皆川英久   ☆ 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       

   ☆ 幹 事・大澤一隆         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

  

 三役退任挨拶 

 

副会長 皆川英久君 

幹 事 大澤一隆君 

 

＜次年度幹事＞ 

・「第６回被選理事会」について 

 ６月17日（木）例会終了後 

・「次年度活動計画報告書」について 

 各委員長は、６月３日（木）までに、次年度 

 幹事へご提出ください。 

・「第５回クラブアッセンブリー」について 

 ６月17日（木） ＰＭ１：10～ 

 ☆次年度委員長会となりますので、都合の悪 

  い委員長は、代理の方に出席依頼してくだ 

  さい。 

・「入会３年未満の方々に向けたワークショッ 

 プ【オンライン】」について 

 ７月８日（木） ＰＭ４：00～ 

 ☆５月18日にご案内を送信しましたので、多 

  数の参加をお願いします。 

 ６月３日例会報告（オンライン）   

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

21名 15名 100％ 

 閉会式：６月16日（木） 

     ＡＭ８：00～ＡＭ９：00（日本時間） 

 ☆４月21日にご案内をメール送信しましたの 

  で、多数の参加をお願いします。 

・「日本のロータリーを 100周年を祝う会 記 

 念式典・祝賀会」（ＹｏｕＴｕｂｅ）配信に 

 ついて 

 ６月18日（金）まで視聴可能 

 ☆５月20日にご案内をメール送信しましたの 

  で、多数の視聴をお願いします。 

  

会 長 実方 昇君 

幹事報告 
・本日例会終了後、「第12回定例理事会」を開 

 催します。 
・６月10日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 
・「バーチャル国際大会」について 
 開会式：６月12日（土） 

     ＰＭ10：00～ＰＭ11：00（日本時間） 

 本会議：６月13日（日） 

     ＰＭ10：00～ＰＭ11：00（日本時間） 

会長報告 

・６月17日（木）例会終了後、今年度社会奉仕 

 事業「江戸川区児童相談所への電子ドラムセ 

 ット」寄贈の贈呈式を行います。 
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 本日の卓話は、地区研修協議会実行委員長・ 

田村純治君による、「地区研修協議会報告会」 

でした。 

 卓 話 
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 第12回定例理事会報告  

日 時：2021年６月３日（木）例会終了後 

場 所：オンライン会議（Zoom使用） 

出席者：実方、皆川、大澤、山田憲裕、 

    山田太熙、近藤、福田、番場、池田 

                  計９名 

欠席者：山本、田北 

 

議 題 

（１）鈴木雅貴会員、山本喜久雄会員の退会に 

   ついて 

  ・退会の申し出を受理し、６月30日付で退 

   会とする。 

   ６月24日（木）最終例会への出席を促す。 

（２）斉藤 猛江戸川区長のご来訪について 

  ・当初予定どおり、６月17日（木）例会に 

   来訪いただけないか、江戸川区秘書課に 

   確認することとなった。 

  ・江戸川区長ご来訪が可の場合、例会はア 

   ンフェリシオンでのリアル例会とするが、 

   緊急事態宣言中のため、飲食はしないこ 

   ととした。 

   【追記】江戸川区秘書課に確認の結果、 

   予定どおり、６月17日（木）例会に江戸 

   川区長に来訪いただけることとなった。 

（３）６月24日（木）最終例会について 

  ・緊急事態宣言が解除されることを前提に 

   リアル例会とすることとした。 

  ・夜間例会ではなく、通常例会の時間帯で 

   開催することとした。 

  ・最終例会のため、食事は少しランクアッ 

   プさせることとした。ただし、アルコー 

   ルはなし。 

（４）各理事年間所感（発表順） 

  【池田Ｒ情報・雑誌・広報委員長】コロナ 

   に振り回された１年だった。会長は大変 

   だったと思います。お疲れ様でした。 

  【福田ＳＡＡ・出席委員長】オンライン例 

   会、ハイブリッド例会が形になってきた。 

   他クラブよりも動きは早いと思う。これ 

   をメークアップ、会員増強に繋げたい。 

   アンフェリシオンの感染対策に感謝しま 

   す。 

  【皆川副会長】リアル例会、そして、親睦 

   活動がほどんどできなかった。会長には 

   心残りがあるであろうとお察しします。  

  【山田憲裕職業奉仕委員長】職業奉仕委員 

   長となり、わからない部分もあったが務 

   め上げられた。次年度は社会奉仕委員長 

   なので、この経験を繋げていきたい。こ 

   れからも勉強していきます。 

  【番場青少年奉仕委員長・副幹事】青少年 

   奉仕活動としては、１年間何もできなか 

   った。ただ、コロナ禍での体制は学ぶこ 

   とができた。次年度幹事を頑張ります。 

  【山田太熙社会奉仕委員長】今年度は途中 

   離脱があり、申し訳ありませんでした。 

   社会奉仕委員長として、今年度の活動報 

   告を上げ、次年度に繋げていきたい。 

  【大澤幹事】コロナの影響で、スケジュー 

   ルどおりの活動ができず、会長は本当に 

   大変だったと思う。幹事として至らない 

   ところが多かったと思うが、皆さんのご 

   協力のお陰で何とか乗り切れた。ありが 

   とうございました。次年度は多くの活動 

   ができることを願っています。 

  【実方会長】被選を含めると１年半、皆さ 

   んに支えていただき、感謝します。会長 

   を務めさせていただき、クラブへの責任 

   と愛情を感じることができた。しかし、 

   コロナの影響のため、特に今年に入って 

   からはオンライン例会ばかりで、対面が 

   できず、残念だった。次年度には頑張っ 

   ていただきたい。 

（５）その他委員会報告、意見報告 

  ・地区公共イメージ向上委員会より、クラ 

   ブホームページ上のロゴがガイドライン 

   に沿っていないとの指摘を受けたため、 

   鈴木ＩＴ委員長にて訂正を行った。訂正 

   した旨は地区公共イメージ向上委員会に 

   報告済み。 

  ・ロータリー希望の風奨学金として、各会 

   員から１万円の寄付を募ることとした。 

   社会奉仕委員会にて、６月17日（木）例 

   会時、６月24日（木）例会時に対応する 

   予定。           以上承認 

  参加される方は、６月24日（木）例会終了 

  時までに、事務局へお申し出ください。 
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訂正出席率について 

 

   今年度に限り、メークアップ期間が 

   「例会の前後14日以内」ではなく、 

   「欠席した年度と同じ年度内」に 

   変更されています。 

 

 ※６月16日現在の欠席状況をお知らせします。  
 

 長濱浩一会員  ８月25日 

 山本喜久雄会員 ７月２日、９日、16日、30日 

         ８月20日、25日 

         ９月３日、10日、17日 

         10月１日、８日、29日 

         11月12日 

         １月７日 

         ３月25日 

         ４月１日、15日 
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    ＜第５回被選理事会報告＞ 

 

日 時：2021年５月27日（木） ＰＭ１：30～ 

場 所：オンライン会議（Zoom） 

出席者：皆川、山田太熙、番場、長谷川、 

    山田憲裕、田村、定光、森岡、長濱、 

    池田、実方        計11名 

欠席者：なし 

 

議 題 

（１）次年度までのスケジュールについて 

   【皆川会長】 

  ・若林ガバナーエレクトより、10月のオ 

   ープン例会は会員増強に繋がるので、 

   出来るだけ多くの方々に来てもらうよ 

   うにして欲しいとの依頼があった。地 

   区全体でオープン例会ウィークになる。 

  ・12月４日（土）、クリスマス家族会は 

   親睦活動委員会でイースト21東京を押 

   さえた。キャンセルにも臨機応変に対 

   応してくれるそうだ。  

  ・９月27日（月）、東分区懇親ゴルフ大 

   会は、第１回皆川会長杯ゴルフコンペ 

   を兼ねる。 

  ・2022年１月からは、大きなイベントは 

   なし。 

  ・夜間例会に関しては現在決められない 

   ので、臨機応変に対応する。 

  ・2022年６月４日から、国際大会がヒュ 

   ーストンで開催される。 

  ・例会数は今年度は35回で、次年度は37 

   回を予定している。 

（２）その他 意見交換 

   田村Ｒ財団委員長：親睦旅行と友好姉 

   妹クラブ交流は行うのか。 

   皆川会長：まだ決まっていない。様子 

   を見て決めていく。 

   実方Ｒ情報委員長：オリンピック開催 

   中、アンフェリシオンの使用は可能か。 

   皆川会長：オリンピックに関係なく、 

   アンフェリシオンが工事のため、他を 

   探す予定 

   長谷川職業奉仕委員長：南小岩バッハ 

   ザールが良いと思う。 

   皆川会長：食事なしで７月29日（木）、 

   ８月５日の２回行うのはどうか。 

   池田青少年奉仕委員長：確認して、報 

   告する。 

   実方Ｒ情報委員長：親睦旅行は是非、 

   実現して欲しいが、コロナ禍なので、 

   2022年５月か６月に予定するのはどう  

   か。 

   皆川会長：親睦活動委員会と相談して 

   みる。 

   オープン例会は出席率があまり良くな 

   いので、プログラムには入れない方向 

   で考える。なるべく通常例会を行いた 

   い。 

   ６月17日（木）例会は次年度会長、幹 

   事で進行する。      以上承認 

 臨時理事会報告（４） 

        （持ち廻り）          
 

日 時：2021年６月10日（木） 

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、田北、番場 

    池田            計９名 

欠席者：山本 
 

議 題 

（１）山田太熙会員の出席免除について 

   １月７日例会、４月15日例会の欠席は、 

   入院及び静養という健康上の理由であ 

   るため、クラブ定款第12条第３節（ａ） 

   による出席免除を承認する。 

                 以上承認 
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