
2019～20年度

辻 彰彦会長

最終例会ご挨拶

第6グループガバナー

補佐 保田嘉雄 様

ご挨拶

一年間ご指導頂き

ありがとうございまし

た。

地区研修委員会 塚原吉雄 様（綾瀬春日）

地区ローターアクト委員会副委員長 根岸君代 様

（平塚北RC） ご挨拶
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【 本日のプログラム 】 7月2日 就任挨拶 「就任にあたり」 会長、幹事

【 次回予告 】 7月9日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 会長、幹事

【 第1985回例会】 令和2年6月25日（木） 【 司会SAA 】 石川 達男 君

【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 小野 泰弘 君 【 童謡・唱歌 】 夏の思い出

【ゲスト】 青木悠剛 様、関明月 様、保田嘉雄 様（大和田園RC）

【ビジター】 根岸君代 様（平塚北RC）、塚原吉雄 様（綾瀬春日RC）、鈴木義隆 様、樋田一徳 様（座間RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

32名 24名 80.00% 53.57% 4名 原嶋、池澤、新村、苗加、小倉、田井

会長の時間 辻 彰彦 会長
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座間ロータリークラブ会長 鈴木義隆 様、幹事

樋田 一徳 様 新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受け、創立50周年記念式典延期のご挨拶を頂

きました。

4月からお預かりしております米山奨学生 関明

月さん、女子美術大学に在籍しております。とても明

るいお嬢さんです。

青少年交換留学

生 青木悠剛君

帰国のご挨拶

ブラジルに派遣

されておりました

が、新型コロナウ

イルス拡大の中、

無事に日本に帰国することが出来ました。お疲れ様

でした。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 小野 泰弘 委員長

創業記念日 阿萬 正巳 君 6月28日

皆出席のお祝い 皆出席1年 板垣 克浩 君

所属 国際ロ－タリ－第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 66クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 マーク・ダニエル・マローニー

第２７８０地区ガバナ－ 杉岡 芳樹

第６グループガバナー補佐 保田 嘉雄

１ 会 員 数 年 初 32名

年度末 29名

入 会 2名

（向井嘉男君、田井崇修君）

退 会 5名

（藤塚勝明君、神作彰君、

古郡清君、伊藤英夫君、梅田秀雄君

（6月30日））

１ 出席率 ７５．６３％

１ ゲストビジタ－数 80名

１ 例 会 通 常 29回

夜 間 3回

家族会 1回

取り止め 18回

１ スマイルボックス

目標額 ７００，０００円

達成額 ７月～6月 ４７３，３００円

達成率 ６７．６１％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ６，４００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～6月 ２，９８７.２６ドル

達成率 ４６．６８％

１ 米山記念奨学金

目標額 ６４０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～6月 ４８０，０００円

達成率 ７５．００％

２０２０年６月２４日現在

梅田秀雄さん 6月30日に退会されます。昭和62

年4月に入会され、永年にわたり大和中RCを支えて
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委 員 会 報 告

年間報告 富澤 克司 幹事



頂きました。ありがとうございました。 古郡 清さん 6月30日に退会されます。昭和60

年2月に入会され、永年にわたり奉仕活動にご尽力

いただきました。ありがとうございました。

古郡会員より青少年育基金に10万円のご寄付を

いただきました。ありがとうございます。

伊藤英夫会員も6月30日で退会されます。最後

のチャーターメンバーでした。ご尽力に感謝いたしま

す。
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保田 嘉雄 様〈大和田園RC〉

本日は1年間お世話になりましたお礼に参りました。

当クラブ辻会長、冨澤幹事にはことのほかお世話に

なりました。次年度は辻AG応援よろしくお願いいたし

ます。

根岸 君代 様〈平塚北RC〉

辻会長、最後の納会例会に出席させて頂きました。

塚原 吉雄 様〈綾瀬春日RC〉

初めて貴例会におじゃまいたします。本日はよろし

くお願いいたします。

鈴木 義隆 様〈座間RC〉

辻会長を始めとする大和中RCの皆様には、いつも

大変お世話になっております。本日は年度末の忙し

いところ、おじゃまいたしますが、どうぞよろしくお願い

いたします。

樋田 一徳 様〈座間RC〉

こんにちは。今年度は辻会長、富澤幹事をはじめ

大和中RCの皆様には大変お世話になりました。今後

ともよろしくお願いいたします。

辻 彰彦 会長、富澤 克司 幹事、

橋本 日吉 副会長

本日は、私たち担当の例会は最後となりました。ま

た、保田ガバナー補佐、座間鈴木会長、樋田幹事、

塚原様、根岸様、交換留学生青木君ようこそ。後半

はコロナ禍により、取り止め例会となってしまいました

が、無事終えることができました。一年間ありがとうご

ざいました。

板垣 克浩 君

皆出席のお祝いありがとうございます。

後藤 定毅 君

①辻会長、富澤幹事一年間クラブのためにご尽力く

ださり、ありがとうございました。これからは一層ロー

タリーを楽しんで下さい。

②保田AG、座間の鈴木会長、樋田幹事、一年間ご

苦労様でした。また、塚原さん、根岸さん、ようこそ

我がクラブにお出かけくださいました。楽しんでお帰

り下さい。

③古郡さん、梅田さん、退会との事、同世代のお二

人の退会は大変寂しいです。どうぞお身体に気を

つけてお過ごしください。

橋本 日吉 君

辻会長、富澤幹事、1年間大変お疲れ様でした。

また、副会長として、皆様のご協力で何とか務まりま

した。ありがとうございました。

長野 俊八 君

大変な時期の会長、幹事、辻会長、富澤幹事ご

苦労様でした。

髙橋 清 君、小栁 智裕 君、髙橋 政勝 君

①保田ガバナー補佐、一年間ご苦労様でした。辻

会長、富澤幹事、新型コロナとの戦いで大変でし

た。一年間の航海無事に果たすことができ、お疲

れ様でした。

②古郡清会員、梅田秀雄会員、長い間いろいろと

お世話になりました。淋しい限りです。これからもお

身体大切に元気でお過ごし健康を願ってます。

中村 友彦 君

辻会長、富澤幹事一年間お疲れ様でした。ありが

とうございました。

岸 幸博 君、石川 健次 君

辻会長、富澤幹事一年間（本当はだいぶ短くなっ

たけど）ご苦労様でした。また、次年度からもよろしく

お願いいたします。

阿萬 正巳 君

辻会長、富澤幹事大変な一年間をありがとうござ

いました。また、創業記念日のお祝いを頂きまして、

ありがとうございます。

古郡 清 君

永い間お世話になりました。皆様のご健康と大和

スマイルボックス 北砂 明彦 委員長 本日 ￥54,000 累計 ￥５２７，３００
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中RCの発展を祈念いたします。ありがとうございまし

た。

梅田 秀雄 君

このたび、一身上の都合によりまして、6月30日を

もって退会させて頂きます。長い間お世話になり、あ

りがとうございました。

親睦活動委員会 小野 泰弘 君、向井 嘉男 君、

鈴木 洋子 君、北砂 明彦 君

一年間お世話になりました。例会もコロナの影響で

少なくなりましたが、親睦の大切さを感じました。

北砂 明彦 君

座間RC鈴木会長、樋田幹事、そして地区より、保

田ガバナー補佐、塚原様、根岸様、青少年交換留

学生青木君、ようこそおいで下さいました。辻会長、

富澤幹事ご苦労様でした。梅田さん、古郡さんお疲

れ様でした。新しい生活様式の中での最終例会、今

日一日楽しんで下さい。

東慶州ロータリークラブ 離就任式 2020年6月25日


