
皆様、こんにちは、お元気でしたか。

3カ月半ぶりに例会が出来ることに感動し、大変喜

ばしいことではありますが、同時に、平凡に例会が実

施できていたことがいかに幸せだったかということを再

認識できた期間でもありました。

2020-21年度の計画を始めた２月の初め頃、新

型コロナウィルス(COVID-19)の世界的感染流行は、

これまでの私たちの日常を一瞬にして変えてしましま

した。当然、ロータリーの活動も大きな変更を余儀な

くされ、クラブの例会は休止され、多くの奉仕活動が

中止となり、異例の事態が続きました。そして、感染

による社会情勢は悪化し続けました。

例会の開催に関して、幾度となく、E-メール、オン

ラインでの理事会を開催して、理事、役員のご意見を

頂きながら手探り状態でした。会員の皆様への理事

会議事のご報告をタイムリーにお知らせできなかった

点は、心よりお詫び申し上げます。

しかし、本日、食事なしの例会ではありますが、会

員の皆様と集うことが出来て本当に嬉しく感じておりま

す。ご出席ありがとうございました。また、例会場にオ

ンライン参加が可能な環境を整備致しました。ロータ

リーアンにおいて出席は義務ではありますが、当面、

会員のご判断で、オンライン参加も認めたいと思いま

す。

毎年この時期は、東慶州ロータリークラブの会長

離就任式です。今年もご招待されましたが、今回は

残念ながら欠席とし、時期を変えて機会があれば訪

韓いたしますとお伝えいたしました。

2019-20年度のマロ―二―RI会長は、「ロータリー

は世界をつなぐ」というテーマの下、寛容な心をもつ

人たちをつなげ、行動を起こしていこうと呼びかけ、次

年度のホルガ―・クナークRI会長テーマ「ロータリー

は機会の扉を開く」を基本理念とされます。

東慶州ロータリークラブとは、37年前 姉妹クラブ

を締結させて以来、会長離就任式をはじめ両クラブ

の周年式典や青少年スポーツ交流、マッチンググラ

ントを活用した国際奉仕事業など、非常に意義深い

交流の歴史を積み重ね、お互いの気持ちをつなぎ、

両国の機会の扉を開いてまいりました。これも 両ク

ラブの歴代会長はじめとする多くの会員各位のロータ

リーに対する意識の高さを表すものであると考えてお

ります。
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【 本日のプログラム 】 6月25日 最終例会挨拶 「一年を顧みて」 会長、幹事

【 次回予告 】 7月2日 就任挨拶 「就任にあたり」 会長、幹事

【 第1984回例会】 令和2年6月18日（木） 【 司会SAA 】 石川 達男 君

【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 小野 泰弘 君

【ゲスト】 北島隆太郎様、陳勝様、渥美秀樹様、杉崎泰之様、桑原真由美様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 5名(敬称略)

32名 24名 82.76% 62.07% 4名 原嶋、池澤、小栁、野口、田井

会長の時間 辻 彰彦 会長

1991号



不透明な状況が続いておりますが、ロータリアンは、

いろいろな場面で考える力を持ち、何事にも臨機応

変に対応できる力がすでに備わっています。新たなこ

とに取り組んで、その壁が高ければ高いほど、我々は

磨かれ、逞しく成長できるのではないでしょうか。ロー

タリー活動への情熱は、不可能を可能にする原動力

であるという事を、実践を通じて皆様と共有したいと

考えます。大切なのは、過去でも未来でもありません。

今こそが本当に大切なのです。

私たちも今後のロータリー活動の在り方を考え、大

和中ロータリークラブに相応しい方向性を打ち出すこ

とも必要であると考えます。

（一社）大和青年会議所

北島隆太郎理事長

YAMATO愛！！魂の応援プロ

ジェクトのお知らせにいらっしゃ

いました。青年会議所のホーム

ページからもご覧いただけます。

大和中RC細則改定について、出席会員の3分の2

の賛成をいただきました。

①6月のRレートは＄1=108円です。

②6/25の例会は通常例会となります。

③本日例会終了後役員理事会を開催します。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 小野 泰弘 委員長

会員誕生日 伊藤 英夫 君 3月18日

古郡 清 君 3月19日

新村 千成 君 3月29日

阿萬 正巳 君 4月2日

鈴木 洋子 君 4月20日

石川 達男 君 5月13日

橋本 日吉 君 5月15日

苗加 真敬 君 5月24日

中村 友彦 君 6月6日

後藤 定毅 君 6月11日

小野 泰弘 君 6月13日

配偶者誕生日 髙橋 田鶴子 夫人 3月21日

阿萬真美子 夫人 3月27日

後藤 久子 夫人 4月11日

長野冨美子 夫人 6月9日

結婚記念日 髙橋 政勝 君 4月10日

古郡 清 君 4月18日

辻 彰彦 君 5月13日

髙橋 清 君 5月27日

富澤 克司 君 6月1日

創業記念日 梅田 秀雄 君 4月1日

岸 幸博 君 4月1日

小野 泰弘 君 4月1日

小倉 一道 君 4月26日

板垣 克浩 君 5月1日

竹野 国敏 君 5月7日

富澤 克司 君 5月23日

新村 千成 君 6月7日

長野 俊八 君 6月21日

入会記念日 橋本 日吉 君 3月15日

小栁 智裕 君 3月28日

辻 彰彦 君 4月1日

梅田 秀雄 君 4月9日

阿萬 正巳 君 4月9日

原嶋 賢一郎 君 4月20日

池澤 利男 君 5月1日

肥田 昭 君 5月9日

小野 泰弘 君 6月1日

伊藤 英夫 君 6月23日
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委 員 会 報 告

幹事報告 富澤 克司 幹事



「次年度へ向けて」

北砂 明彦 会長エレクト

この一年、会長

エレクトとして十分

な準備が出来たか

疑問ではあります

が、与えられた環

境の中で、成すべ

き事に集中して参

りました。

まず初めに202

0-21年ホルガー・クナークＲＩ会長を紹介いたします。

ドイツロータリークラブ所属で1992年ロータリー入

会。不動産業である「Knaack KG」のCEOです。テー

マは「ロータリーは機会の扉を開く」です。テーマ講演

の詳細につきましては先日皆様へ郵送しております

のでご一読お願い致します。

そして、2020-21年2780地区ガバナーは久保田

英男ガバナーです。鎌倉RC所属で2005年入会。鳩

サブレで有名な(株)豊島屋常務取締役。ローターア

クト出身。テーマは「Together」です。こちらにつきまし

ては7月第１例会で紹介いたします。

2週間後、7月2日より次年度が始まりますが、まず

は次年度例会数の見直し：２０１９手続要覧規定の

変更の伴い、祝日のある週の例会の取止め。

例会として現段階で、3回／月開催が6カ月、4回

／月開催が6カ月程度となる予定です。

例会数が若干減る分は委員会の開催や炉辺会合

の開催など、例会以外の時間を作っていただき親睦

を深めて頂きたいと考えております。

委員会構成の見直し：今までの構成表は委員会

数が多く、一人の会員がいくつもの委員会に名を連

ねている状態でした。会員数減少に伴い委員会数の

絞り、担当制を導入。各活動や事業の準備など担当

者や委員会に任せきりにすることなく、会員全員での

話し合いが出来る時間を作っていきたいと思います。

現在終盤に入っております充実した年間プログラ

ム予定表に、各委員会及び各担当が共同で例会を

創っていただくことを計画しております。

次年度は会員皆が参加できる様な例会づくりにし

ていきたいと思います。

その為には、情報を流すだけではなく、情報の交換

が出来るような工夫や進行をしていきたいと思います。

例えば、会長の時間も新たなテーマについて質問形

式を取り入れたり、例会場で情報交換が出来る時間

を設けたり、会話のキャッチボールが出来ないかなど

考えていきたいと思います。「例会に来たら、一言も

話さずには帰さない」くらいの雰囲気づくりをしていきま

しょう。

最後に私の次年度テーマは「会える喜び、楽しみ、

笑顔を広げよう」とさせて頂きました。まだまだコロナウィ
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会員誕生日の皆様 おめでとうございます

結婚記念日の皆様、創業記念日の皆様

入会記念日の皆様 おめでとうございます。

3か月ぶりの例会でお祝いが遅くなり申し訳ござ

いませんでした。

卓 話



ルスの影響で制限や規制が必要ではありますが、柔

軟に、そしてどうしたら新たな扉を開くことが出来るか、

みんなで考えて参りましょう。どうぞ一年間宜しくお願

い致します。

「年度終了にあたり」

辻 彰彦 会長、石川 達男 直前幹事

詳細は下記よりダウンロードください。

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKashgLxM430Lq

CQ-E0O?e=ExqOK6

リモートでの参加風景 小倉一道会員
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（一社）大和青年会議所 様

クラウドファンディングよろしくお願いします。

辻 彰彦 会長、富澤 克司 幹事

大和青年会議所北島理事長をはじめとするメンバー

の皆様、ようこそ。3か月ぶりの例会で、皆様の元気

なお顔を拝見でき良かったです。今日は楽しい時間

を共有したいと思います。

後藤 定毅 君

コロナで「週一度皆に会える楽しみ」が制限されて

三カ月余、皆さんが元気で何よりでした。これからも

この繋がりを大事にして行きましょう。

髙橋 政勝 君、石川 健次 君、入江 公敏 君、

中村 友彦 君

皆様お久しぶりです。コロナで大変な日々ですが、

第二波第二等に気をつけながら頑張っていきましょ

う。

古郡 清 君

久しぶりの例会、会員の皆様お元気でなによりで

す。

鈴木 洋子 君

皆様お久しぶりです。皆様のお元気なお姿を拝見

できて幸せです。

阿萬 正巳 君、新村 千成 君、竹野 国敏 君

お久しぶりです。3か月ぶりに皆さんの笑顔を見れ

て、嬉しく思います。

竹野 国敏 君

創業記念のお祝いをいただきありがとうございます。

石川 達男 君

新型コロナ拡大防止のため、例会が開かれずご無

沙汰しております。誕生日をお祝いいただきありがと

うございます。

肥田 昭 君

ご無沙汰しております。早いもので入会1年が経ち

ます。現在コロナのもと大変な世の中ですが、皆様

体調管理に気をつけ、これからも頑張っていきましょ

う。よろしくお願いします。

岸 幸博 君

お久しぶりです。今日は創業記念を祝っていただ

きありがとうございます。

板垣 克浩 君

創業記念の祝いありがとうございます。

髙橋 清 君

結婚記念のお祝いいただきありがとうございます。

長野 俊八 君

家内の誕生日を祝っていただきありがとうございま

す。綺麗なお花喜んでました。創業記念ありがとうご

ざいます。

中村 友彦 君

誕生日のお祝いをありがとうございます。

橋本 日吉 君

誕生日を祝っていただきありがとうございます。つ

いに古希になりました。また、入会記念日もありがとう

ございます。

小野 泰弘 君

誕生日、創業記念日、入会記念日のお祝いあり

がとうございます。

北砂 明彦 君

皆様、ご無沙汰しております。お元気でしたでしょう

か。本日を含め残すところあと2回です。ラストスパー

トですので、スマイルよろしくお願いします。

スマイルボックス 北砂 明彦 委員長 本日 ￥25,000 累計 ￥４７３，３００

第7回クラブ協議会


