
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

食事 
 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 福岡  均  

◎開会点鐘            会長  峯岸   忠 

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」 演奏  

◎会務報告             会長 峯岸  忠 

①例会スケジュール変更

について 

・今後の夜例会について 

コロナ禍による感染防止

対策として、当面の間、

夜例会を昼例会に変更す

る案あり。クラブ協議会

でご意見があれば、お寄せ願う。 

・クリスマス例会について 

１２／１６（水）予定のクリスマス例会のあり方につ

いて、夜例会と同様、クラブ協議会でご意見があれ

ば、お寄せ願う。 

・年次総会日程変更について 

指名委員会より、１２／９（水）→１２／１６（水）

に日程変更の上申書を受理し、決議。 

・寿例会について 

１／６（水）→１／１３（水）に変更することで決

議。本年度は多摩ＲＣとの合同開催ではなく、多摩Ｇ

ＲＣの単独開催とする。 

②奉仕セミナーの件 

１１／６（金）東急 REIホテルにて開催され、米津会

員にご出席いただいた。 

③多摩東グループ協議会の件 

１１／６（金）調布クレストンホテルにて行われた。 

④第２７５０地区 クラブ代表者会議の件 

１１／１６（月）ハイアットリージェンシー東京で開

催され、淺田Ｇ年度の会計報告があり、地区として承

認された。 

 

◎幹事報告           幹事 守田  亨 

★配布物 

ロータリーの友 １１月号 

 

 

 

 

 

 

★回覧物 

・ガバナー月信 １１月号 

・ハイライトよねやま １１月号 

・バギオだより １１月号 

・２０２１年国際ロータリー年次大会【台北大会】 

 参加旅行募集案内 

・ＴＡＭＡ映画フォーラム案内 

・２０１９－２０２０年度 

地区一般会計等財務報告書・監査報告書 

・米山記念奨学事業について 

・米山学友の群像（学友会特集号） 

・多摩市社会福祉協議会 

①地域ささえあい歳末チャリティゴルフ大会におけ

るご協賛について 

②令和２年度「福祉大会」における表彰候補者の推

薦について 

※元ローターアクト員によるＵＳＢメモリー詐欺への

加担勧誘事例あり（ＳＮＳを駆使して） 

充分気を付けるように。 

※他クラブ例会変更：事務局までお問い合わせ下さい 

 

【 委 員 会 報 告 】 

◎各委員会報告 

 ・次年度役員・理事候補 発表 指名委員会委員長 

                    田﨑 博実 

指名委員会定款第１３条第５節第ａ項，細則第１条第１節

第１文に基づき次年度役員理事を指名いたします。 

なお，次年度会長については昨年に承認されておりますの

で，指名は会長以外の役員理事となります。 

  幹 事       初野 有人 

  パスト会長    峯岸  忠 

  副会長      小泉  博 

  会 計       伊藤 綾乃 

  ＳＡＡ      林田 敏誠 

    理 事       大槻 一夫 

  理 事       伊澤ケイ子 

  会長エレクト   堤  香苗 

１２月１６日の年次総会でご信任していただけますよ

う、お願いいたします。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 
２０２０．１１．１８ 第１３７０ 回例会   No.３１－０７ ２０２０．１１．２５ 発行 

例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 

事務局  〒２０６－００３３ 多摩 

市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 

TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp 

    

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  

委員 大松 誠二 菊池 敏 森本 由美 小泉 博 田村 豊 初野 有人  

田﨑 博実  HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/       
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◎出席報告       出席奨励委員会 田﨑 博実 

会員総数                 29名 

出席義務免除者            8名 

出席者数  

出席義務者            15名 

出席免除者         5名 

計                  20名 

 

出席率    20/29 = 76.92 ％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ    ＳＡＡ・親睦委員 大槻 一夫 

峯岸   忠  秋も深まって参りました。 

      コロナには十分注意してください。               

守田   亨   季節外れの暖かさです。 

体調に気を付けます。 

萩生田政由   皆様 久々ですね！ 

遠藤 二郎   お久しぶりです。 

入沢 修自  コロナも心配ですが、スポーツの秋 

      運動もしましょう。  

伊澤ケイ子  暖かいですネ。 

      コロナ禍いつになったら終るのかな？ 

関岡 俊二 コロナが早く終息しますように 

初野 有人  紅葉がいい季節となりました 

足立潤三郎 今朝のニュースで東京都が感染が拡大 

      きていると言うことで警戒レベル４に 

      切替えました。 

大松 誠二  あたたかい日が続くね。 

      街路樹が色づいてきれいですよ。 

田﨑 博実 本日、３５．７℃ 

三田みよ子 きょうも秋景色きれいでした。 

福岡  均 年末まであとわずかですが、 

      最後まで気を引き締めて行きましょう。 

 澄川 正五 本日もよろしくお願いいたします。 

大槻 一夫  感染拡大していますので 

      皆様気をつけていきましょう 

 

本日の合計￥１９，０００（累計￥２４０，５００） 

 

 

【 ク ラ ブ 協 議 会 】 

◎進行             幹事 守田  亨 

 

 

 

１．今後の夜例会について 

コロナに罹患しないように、また罹患しやすい環境の

誘惑のないような予防策が必要なのではないかと思い

ます。理事会では、夜例会とりやめ、昼例会として開

催してはどうかとの案が出ています。例会の開催に際

しては、京王プラザホテル多摩さんにも大変なご配慮

を頂いており、そのまま夜例会を開催するという選択

肢も残っているが、いかがかでしょうか。皆さまのご

意見をお聞かせください。 

【質問】昼例会に変更した場合、日時や曜日の変更は

あるのか？ 

【回答】日にち、曜日に変更はなく、時間帯のみを夜

から昼へ変更という案です。 

他、ご意見がなければ、理事会に一任させていただき

たいと思います。 

２．クリスマス会について 

毎年恒例の会で、楽しみにしている方も多くいらっし

ゃると思います。しかしながら、このコロナ禍で、例

年のような盛り上がりのある会のような形はいかがな

ものかとの意見もあります。酒類などをとりやめるに

しても会としては開催したほうが良いのかどうかなど 

皆さまのご意見をお聞かせください。 

（会場より、特に意見なし。） 

ご意見がないようであれば、理事会に一任させていた

だきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議会 終了） 

 

【司会：福岡会員より】 

お時間に余裕がございますので、他に何かご意見のあ

る方、いらっしゃいますか？ 

【田崎会員より】 

本日の配布物「ロータリーの友」２０Ｐに興味深いア

ンケートが掲載されています。 

例会の通常開催が難しい環境下で、新しい形式での開

催に関するアンケートです。 

アンケートでは、zoom等を使用したオンライン例会に

ついて、今後新型コロナが収まっても、オンライン開

催で良いと答えている多くのクラブがあったとのこ

と。今後の例会のあり方を考えていく中で、オンライ

ン例会についての議論もあってもよいのかなと思い意

見いたしました。 

 

◎閉会点鐘            会長  峯岸   忠 

（今週の担当 田村  豊 ）  

             

議 題  １今後の夜例会について 

２クリスマス例会について 

 

結 論 

２つの議案ともに、理事会にて一任させていただく

こととなりました。 

ご賛同いただける方は、拍手をお願いいたします。 

（一同 拍手いただく） 

皆さまにご賛同いただきましたので、理事会終了後

翌月の例会にてご報告させていただきます。 
 

 


