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■会長就任あいさつ及び会長方針
田川

富男

■出席報告
会員数

25 名

本日の出席率

91.3％

本日の出席数

21 名

修正出席率

100％

■本日の欠席者
福村、齋藤
■他クラブ出席者
新川 ( 地区 )
■ゲスト
林

悦さん ( 米山奨学生 )

梅雨前線の停滞による豪雨に見舞われ、甚

■７月誕生記念祝

大なる災害を受けられた九州各地、飛騨方面

倉本 宏昭会員

7.24

福村

7.15

正会員

■ひな祭り祝

の方々にお見舞い申し上げます。
2020・21 年度第 2590 地区横浜旭ロータリー
宋

クラブ会長を務めさせていただきます。田川

謹衣会員

富男でございます。
平成 18 年 11 月 1 日今は天国で豪遊されて
いると思われる後藤さんの紹介で入会させて
いただきました。後藤ちゃんから「今度の水
曜日に【めし】食いにこいや」の一言で入会
です。そして、ロータリーには「はいとイエ
ス」しか答えが無い事を知りました。いまだ、
クラブ精神が足りていませんが、皆さんのご
指導を受けながら進めたいと考えています。
後藤ちゃんが、今そばに居ましたら「まだ
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まだ会長は早いと」叱られている事と思いま

場所

す。

ニューフルバリ鶴ヶ峰店
旭区鶴ヶ峰本庁 1-3-27

50 周年記念例会の時には、まったく現在の

℡ 045-955-5520
■幹事挨拶

状況を予測すら無く、会長就任の時には『東
京オリンピック』一色で盛り上がっている事

二宮麻理子

前年度のクラブ活動報告書作成を８月末ま

と想像していましたが。残念ながら、世界か

でに作成提出お願いします。

ら来たアスリートはなんと目に見えない未知

本日より新年度となりました。田川会長の

のウィルスでした。いまだに正体を表さずに、
ひそかに忍び寄って来る新型コロナウィルス

もとで一年間幹事を務めさせていただきます。
新型コロナウィルスの影響で地区協議会で

です。

の幹事研修が行われることがなく、勉強不足

この様な状況において、ロータリークラブ

である為、クラブ幹事という大役を担うこと

として奉仕活動を通して、新型コロナ対策を

の貴任の重大さと不安を抱えたままでの新年

推進することも大切だと感じます。前期にて、

度のスタートです。

医療従事者のみなさんに対しての奉仕活動を

幹事としての目標も定まらず、皆様にはご

継続して行きたいと思います。そのために、

迷惑をお掛けするかと思いますが、ご意見、

社会奉仕、災害対策委員会の方々の協力を頂

ご協力をまた、ご指導をいただきながら、新

きたいと思っています。

型コロナウィルスの影響で、今までのような

今回、クラブ会長として何をするかを考え

クラブ運営は難しいとは思いますが、このよ

る時、ロータリー活動を推進する必要性の前

うな状況でも楽しめるような例会にしていき

にクラブ会員の健康と感染リスクの除去のた

たいと思います。

めに、暫定措置にてソーシャルディスダンス

一年間よろしくお願い致します。
■林

を守り会員に感染者を出さないこと、まして

悦さん近況報告 ( 米山奨学生 )

や例会でクラスターの発生など考えたくも有
りません。状況にて、全国的に感染者の拡大
された場合は、オンライン例会での活動を継
続して、会員の絆を確保する方法も視野に入
れます。
当然ながら、完全に感染防止が出来た時ま
たはワクチン、医薬品が開発された場合には
暫定措置の解除が出来、従来の伝統ある例会
方法に戻すことが大切と考えています。
皆さんにも大変な時期と、承知はしていま
すが、当分の間の御辛抱をお願い致します。
■幹事報告

皆様、おはようございます。先月は緊急事

１）例会臨時変更のお知らせ

態宣言を解除しましたから、文学館も再開に

○横浜瀬谷ロータリークラブ

なりました。そして、私は神奈川県近代文学

日時

７月３日㈮通常例会

館と鎌倉文学館に行きました。神奈川県とい

日時

７月 10 日㈮通常例会

日時

７月 17 日㈮ガバナー公式訪問

日時

７月 24 日㈮休会

日時

７月 31 日㈮夜間移動例会

リス女学院大学日文学科で国文大会を開きま

点鐘 18 時 30 分

した。そして、私は司会として参加しました。

クラブ協議会

う地域の豊かな人文教養が知られて、様々な
知識を学びました。
学校内の活動といえば、先週の金曜日にフェ
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大変貴重な思い出だと思っています。忙しく

関口

て、大変勉強になった一ヶ月を過ごしました。

トを祝って。
目黒

これからもよろしくお願いいたします。
■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )
田川

知宏／田川・二宮麻理子年度のスター
恵一／田川会長、二宮麻理子幹事、無

事出航おめでとうございます。
■第２回クラブ協議会（その１）

富男／新年度宜しくお願い致します。

◎奉仕プロジェクト委員会

コロナに負けない旭ロータリーの仲間の絆で

市川慎二

行きましょう。

《職業奉仕活動計画》副委員長／市川慎二

二宮麻理子／本日より新年度のスタートです。

・職業奉仕フォーラムを通じ、職業奉仕への
理解を深める。

1 年間よろしくお願いします。
岡田

隆／「七夕の願いです」心豊かな生

・県立がんセンターとの活動を継続、発展さ
せる。

活が過ごせますように！
兵藤

哲夫／①会長田川さん、幹事麻理子さ

・中学校、高等学校への出張講座を実施する。

ん、コロナ禍の中、RC 大変革！頑張って下さ

また、今期は新型コロナウイルスによって

い。②会費本日支払い完了。

先が見えない部分も多いですが、地域社会

宋

謹衣／①林さん、ようこそ！②本日よ

が直面しているニーズを調査して、当クラ

り新しい年度に入ります。コロナに負けず頑

ブとして何ができるのか、立案していきた

張っていきたいと思いますので宜しくお願い

いと思います。その際は会員の皆様のご協

します。

力をお願いします。

北澤

正浩／田川会長、二宮麻理子幹事、そ

《社会奉仕活動計画》副委員長／内田敏

して会員の皆様、新年度よろしくお願いいた

・チャリティーコンサー卜部会への協力

します。

・災害対策委員会等他の奉仕活動との連携を

五十嵐

正／田川・二宮麻理子年度の門出を

検討する
《国際奉仕活動計画》副委員長／青木邦弘

祝して！
市川

慎二／田川会長、二宮麻理子幹事の門

現在実施している活動の継続
・外国人の子供支援（ひまわり学園）

出を祝して。
増田嘉一郎／新年度を祝して。田川会長、二

絵本、教材の支援
・旭区在住外国人への支援（日本語学校）

宮幹事、一年間よろしくお願いします。
太田

勝典／田川会長、二宮麻理子幹事、1

他として、国内で出来る奉仕活動を模索し
うと思います。

年間よろしくお願い致します。
内田

敏／田川会長、二宮幹事 1 年間よろ

《青少年奉仕活動計画》副委員長／新川

今年度は新型コロナウィルスの為、準備不

しくお願いします。新年度を祝して！
佐藤

尚

利明／①田川会長、二宮幹事、宜しく

足でもありまた、今後の状況が見通せないこ

御指導お願いします。②コロナで大変な時に

とから、活動にある程度の制約がかかるもの

加えて九州地方の豪雨自然災害の恐ろしさ、

と思われます。その中でも次の２点は是非と

改めてお見舞い申し上げます。

も実施したいと考えます。

二宮

・二俣川看護福祉高等学校のインターアクト

佐藤

登／新年度をお祝いして。

慎吾／田川会長、二宮麻理子幹事、一

クラブは、設立総会を開催するのを残すの

年間よろしくお願いいたします。

みの状況であるので、早期の開催を図って

新川

いきたい。

尚／田川会長、二宮幹事、一年間宜

しくお願いします。
安藤

・ガールスカウトとの二俣川クリーン作戦は

公一／田川会長、二宮麻理子幹事、こ

昨年度は中止となったが、今年度は実施し
たい。

れから一年間宜しくお願い致します。
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◎ロータリー財団委員会

○今日持って行った物資

委員長／増田嘉一郎

一輪車、角形スコップブルーシート、ホワ

地区方針に従って、寄附の目標は次のとお

イトシート、ゴム手袋、カッパ、ホース、飲

りである。
年次基金

料水、カップ麺、バナナ、タオル、ゴミ袋、
一人

ポリオプラス

＄150

恒久基金

一人

紙皿、紙コップ、割り箸等々でした。

＄30

一輪車は全部出てしまいました。角形スコッ

１名

プはまだ数本残っていました。ブルーシート、

今年度のロータリー財団の地区補助金プロ

ホワイトシート、タオル等々残っているもの

ジェクトも検討したい。

もあります。人吉の皆様、
、必要に応じてお使

◎災害対策委員会活動計画書

いください。人吉中央 RC の会員さんのホテル

委員長／佐藤

サン人吉さんの隣のビルに保管してあります。

真吾

2010-21 年度災害対策委員会委員長を仰せ

まだまだこれからですね。長丁場になると

つかりました佐藤真吾です。一年間よろしく

思いますが、お体に留意されてください。

お願い致します。

* 下：支援物資と被災の状況

コロナ禍の中でスタートする今年度は、そ
の活動が大幅に制限される事と思われますが、
「私達に出来る事を出来る限り」積極的かつス
ピーディーに行っていきたいと考えています。
１）新型コロナウイルス感染拡大防止に向け
た域社会におけるニーズ等様々な情報の収集
・具体的な支援先・支援方法の検討
・災害支援基金の活用の検討
２）東日本大震災復興支援に向けた取り組み
・震災風化防止企画の立案（岩沼 RC と連携）
３）災害支援基金
・施行後一年を経過した「災害支援基金に関
するクラブ細則」の検証
・災害支援基金の積み上げ方法の検討

■宇土 RC の作守順子さんがフェイスブック
に投稿された記事
九州豪雨の球磨川水害で甚大な被害を受け

【記事を見て作守さんにお見舞いのメールを

た人吉へ行ってきました。永田研修リーダー、
堀川ガバナーノミニー田中地区幹事、山角部

し、その返信内容です。】
ありがとうございます。宇土や土谷さんの

門長、他有志にて…。被災された皆さんは、

宇城あたりは被害はないのですが、当地区で

必死に家の中の物を出したり、土砂を流した

は鹿児島県境の人吉、芦北方面、大分県境の

りと片付けをされていました。地区から持っ

小国、大分の日田、玖珠あたりの被害が大き

て行った物資は、ロータリアンだけでなく、

いです。当地区の被災が数箇所に及び大変で

地域の人たちにも分けてあげることができま

す。

■次週の卓話
8/5 ㈬点鐘 12：30

した。
当地区の皆さんも何か支援を…と待ち受け
られていると思います。これから硯川ガバナー

公共イメージフォーラム

を中心として、今日の現状を踏まえ皆さんに

五十嵐会員

何かしらの形を示されることと思います。

週報担当
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五十嵐

正

