
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 林田 敏誠 

≪会長・幹事引継式≫ 

◎木槌・バッジ・タスキ引継ぎ 

直前会長 入沢 修自・会長 峯岸 忠 

直前幹事 田﨑 博実・幹事 守田 亨 

       

 

             

◎開会点鐘             会長 峯岸  忠 

◎国歌「君が代」および 

ロータリーソング「我らの生業」  演奏  

◎「四つのテスト」唱和  

 

◎会長就任挨拶          会長 峯岸  忠 

 

             

私、ロータリークラブに

入会して、早くも満７年

となり、今年８年目を迎

えることになりました。

これまでクラブで学ん

だ事を活かし、今期会長

職として少しでも皆様のお力になりたいと存じますの

で、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

今年度の会長テーマは「拡げよう奉仕の輪」とさせてい

ただきました。これまで「クラブが重ねてきた数々の素

晴らしい奉仕活動の歴史と、これからの時代に見合った、 

新しく生まれる奉仕活動が、クラブや地域と繋がってや

がて輪になる」そんな第一歩の年度に出来たらいいとの

思いを込めて定めました。 

役員、理事、精一杯頑張りますので、一年間円滑な運営

にお力をおかし頂ければとお願い申し上げます。 

 

◎幹事就任挨拶          幹事 守田  亨 

 

本年度の幹事を拝命いたしま

した守田です。入会３年のた

めまだまだ経験不足かつ知識

不足でございますが、皆様に

ご迷惑をおかけしないよう精

一杯努力していきたいと思い

ます。 

新型コロナウイルスの影響により、クラブ運営も難しい

舵取りになる可能性があり、年間スケジュール通りに予

定が進行できない場合もあるかもしれません。平時と有

事が入り乱れる可能性がある年度であり、これまでのク

ラブの経験則を外れ、状況に応じたイレギュラーな対応

を余儀なくされることもあろうかと思いますが、その際

は何卒ご理解・ご協力を賜れると幸いです。これまで皆

様と深めてきた「親睦の成果」を発揮し、クラブが前に

進むことができるよう、助け合って、協力し合っていき

たいと思います。一年間宜しくお願い申し上げます。 

 

◎乾杯！と直前会長報告      会長 入沢 修自 

会長の鳴らす鐘の音がなんとも耳に心地よく、すがすが

しいことだということを、あらためて認識いたしました。 

また桜を思い浮かべさせてくれるピンク色の活動計画

書を胸に、これからの例会活動にお越しいただければと

思います。クラブの奉仕活動もこの様に花が咲けば宜し

いかと思います。皆さまありがとうございました。 
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会長 峯岸 忠  幹事 守田 亨   

会報・記録委員長 大槻 一夫  副委員長 遠藤 二郎  
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◎会務報告             会長 峯岸  忠 

①2020-21年度地区研修・協議会（6月 23日帝国ホテル 

で開催） 

・活動（デジタル化）の機会・今まで通りを検討する機

会・青少年の方々に学べる機会・100周年を祝う行事 

（10 月 20 日・大正 9 年）・RC のあり方をもう一度考え

直す・出席は各会員の意思を尊重するとの話がありまし

た。 

②新型コロナウイルスに関する今年度の方針等 

・ガバナー公式訪問・・・例会開催中は訪問する。 

・地区大会は来年 5月 26日（水）、27日（木）決定 

③公式行事予定 

・ガバナー補佐臨席クラブ協議会 10月 21日（水） 

・ガバナー公式訪問（多摩 RC合同）11月 4日（水） 

④表敬訪問 

・受け入れ 7月 8日（水）多摩 RC・稲城 RC 

 7月 15日（水）Iシティ RC 

・訪問 7月 9日（木）稲城 RC  

7月 14日（火）多摩 RC  

7月 20（月）Iシティ RC  

 

◎幹事報告           幹事 守田  亨 

配布： 

・2020-21年度活動計画書 

・上期会費請求書 

回覧： 

・ガバナー月信 7月号 

・バギオだより 

・タウンニュース 6月 25日号 

その他： 

他クラブ例会変更は事務局にお問い合わせ下さい。 

 

 

◎地区役職委託発表 森本 由美 会員 

会長 峯岸  忠 

第 2750地区 奉仕プログラム委員会 

職業奉仕委員会の委員として森本由美会員に委嘱状が

届きましたので委嘱します。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

会員総数                 29名 

出席義務免除者            8名 

出席者数 出席義務者            21名 

出席免除者         8名 

計                 29名 

 

出席率    21/29  = 72.41 ％ 
 

 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ    ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

峯岸   忠 入沢さん、田崎さん、お疲れ様でした。 

会員の皆様、1 年間宜しくお願いします。 

守田   亨 1年間宜しくお願いします。 

萩生田政由 峯岸・守田年度を祝して 

皆様宜しくお願い致します。 

 林田 敏誠 峯岸会長・守田幹事、各委員長、本年度

宜しくお願いします。 

初野 有人 ミネギシ会長、モリタ幹事、よろしくお願         

      いします。        

 伊澤ケイ子 峯岸会長、守田幹事、役員・理事の皆様、

一年間宜しくお願いいたします 

菊池   敏 峯岸・守田年度を祝して！ 

吉沢 洋景 新年度、ともあれおめでとうございます。 

大松 誠二 峯岸、守田年度、がんばって難局を乗りこ

えよう。 

遠藤 二郎 峯岸年度、初例会を祝して 

田﨑 博実 今年 1年がんばりましょう！ 

石井富士男 峯岸会長おめでとうございます 

関岡 俊二 峯岸年度を祝して 

入沢 修自 峯岸会長、守田幹事、新年度宜しくお願い               

      します。        

 鈴木 俊之 峯岸会長、守田幹事、1年間よろしくお願              

い致します。 

       コロナに負けずがんばりましょう。 

 伊藤 綾乃 峯岸年度が佳きものになりますよう微力

ながら尽力させて頂きます。 

大槻 一夫 峯岸会長、守田幹事、1年間宜しくお願い

いたします。 

 杉山 真一 峯岸・守田年度を祝して 

 足立潤三郎 2020-21年度、船出初例会を記念して 

      コロナウイルスで大変な年になると思い 

      ますが、皆様頑張って下さい。 

             

本日の合計￥５０，０００（累計￥５０，０００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://azukichi.net/season/summer/summer0525.html


 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

 

◎進行         幹 事 守田   亨  

                                    

※クラブ運営管理関連委員会           

統括委員長 萩生田政由 

各委員長から素晴らしい活動計画が、あがってきまし 

た。また活動計画は理事会にて全て承認されましたの   

で、これから各委員長から発表させていただきます。 

※プログラム委員会      委員長 伊藤 綾乃 

コロナの影響により例会が、順調に進むかどうかわか 

らない状況ではありますが、拡げよう奉仕の輪の観 

点から、オンラインで卓話を行ったり、新しい試みも考 

えております。皆様どうぞ宜しくお願いいたします。 

※ＳＡＡ・親睦委員長     委員長 林田 敏誠 

活気あふれる例会づくりを目指して、一年間頑張って 

まいります。SAA・親睦委員会の委員のメンバーと協力 

して、クラブ全体の雰囲気づくりを強化いたします。 

※出席奨励委員会       委員長 田﨑 博実 

例会への出席が会員相互の親睦の基本とはなります

が、新型コロナウイルスが流行していますので、節度

のある方法で出席の奨励をしていきます。 

※会員増強委員会       委員長 福岡  均  

欠席のため次回 

※会報・記録委員会      委員長 大槻 一夫 

委員全員での協力体制のもと、皆様に適切な情報発信

を目指します。一年間どうぞ宜しくお願いいたしま

す。  

※広報委員会         委員長 鈴木 俊之 

多摩グリーンロータリークラブの存在とその活動内容

を地域社会に知っていただくため、ホームページの更

新を含めて活動をしていきたいと思います。 

※ロータリー研修委員会    委員長  入沢 修自 

副委員長の三田会員と共に活動していきます。新入会

員を対象とした研修にも力を入れていきます。 

 

※ロータリー財団・米山奨学委員会          

委員長 森本 由美 

森本会員欠席のため、活動計画書を代読 

※ロタフェロー委員会    委員長 徳原  透 

欠席のため次回 

※奉仕プロジェクト関連委員会          

統括委員長 杉山 真一 

入沢年度と田崎年度で出来なかったことと、30周年の記

念行事にもなっていましたが、それを引き続きやってい

こうと思っています。皆様のご協力宜しくお願いいたし

ます。 

 

 

◎閉会点鐘           会長 峯岸  忠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2019-20年度 年間 100％出席者  

  足立潤三郎会員・大松誠二会員・遠藤二郎会員 

  入沢修自会員・伊澤ケイ子会員・菊地敏会員 

                    

                                      

                                  


