
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 林田 敏誠  

 

◎開会点鐘            会長 峯岸  忠  

           

◎国歌斉唱 「君が代」 演奏 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 演奏 

◎「四つのテスト」 唱和 

◎会務報告             会長 峯岸  忠 

① 6月21日（月）幹事と共に多摩市消防少年団に訪問  

し、寄付金贈呈の予定。R財団、米山記念奨学、赤尾様 

への寄付は振込みとする。 

② 地区・グループの予定行事 

・「会長・幹事会」：6／21（月）ホテルグランドパレス 

・「グループ協議会」：6／25（金）京王プラザホテル多       

摩にて  

③ 例年実施の新旧役員理事による引継ぎ親睦会は 

コロナ禍につき今年は中止。 

④ 石井冨士男会員、守田 亨会員の2名が残念ですが 

6月末日を以って退会。 

 

 

 

 

 

◎幹事報告              幹事 守田 亨 

  
  

【配布物】 

 ・ロータリーの友 6月号 

【回 覧】 

・ガバナー月信 5月号、6月号 

・バギオだより 5月号 

・地区より「年次報告書」⇒閲覧は事務局にて 

【その他】 

◎ 本年度の活動報告書は滞りなく完成し、次年度  

に申し送りいたしました。 

◎「クラブ運営管理関連委員会の委員長の皆様」並び

に「奉仕プロジェクト関連委員会の杉山統括委員長」 

迅速にご協力をいただきまして誠に有難うございま

した。詳細は次年度の活動計画書にてご確認願います。 

◎本年度の会計報告は、例年どおりの所定の手続きを

経て 8月頃にご報告いたします。 

◎ 他クラブ例会変更は事務局までお問い合わせ下さい。 
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２０２１．６．１６ 第１３９１回例会  No.３１－１７ ２０２１．０７．７ 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-mail  tokyotamagrc@gmail.com  

    

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 菊池 敏 森本 由美 小泉 博 田村 豊 初野 有人 田﨑 博実  

HP：                                                                                                                                                            

    

mailto:tokyotamagrc@gmail.com


◎次年度会長報告      エレクト 杉山 真一 

コロナ禍の一年間、峯岸会長、守田幹事ご苦労様でした。 

次年度は私杉山が頑張りますので宜しくお願いします。 

この様な状況下、次年度活動計画書は只今各委員長が 

纏めております。新年度初例会までには間に合うものと 

思われます。 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告   出席奨励委員会委員長 田﨑 博実  

     

会員総数                 28名 

出席義務免除者            7名 

 

出席者数  出席義務者           16名 

出席免除者        7名                                     

計                23名 

出席率    23/28  = ８２．１４％  

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 菊池  敏 

         

峯岸  忠 会員の皆様、１年間ありがとうございま

した。 

守田  亨 １年間有難うございました。 

 萩生田政由 峯岸会長、守田幹事、お疲れ様でした！ 

 福岡  均 会長、幹事、お疲れ様でした。 

       また、父が亡くなった際、皆様にはお世

話になりました。 

 関岡 俊二 峯岸会長、おつかれ様でした。 

入沢 修自 峯岸年度最終例会お疲れ様でございます。 

遠藤 二郎 コロナ禍の 1年間、峯岸会長、守田幹事、 

お疲れ様でした。 

 吉沢 洋景 会長、幹事はじめ理事の皆さん、大変ご

苦労様でした。 

林田 敏誠 本年度、お疲れ様でした。 

      来年度も宜しくお願いします。 

森本 由美 峯岸会長、守田幹事、本年は多くのご苦

労がおありだったと思います。お礼申し

上げます。 

石井富士男 峯岸会長お疲れ様でした。 

小泉  博 峯岸会長、守田幹事、おつかれ様でした。 

米津 正五 コロナワクチン接種者増えてきました。

後一息お互いに気をつけて参りましょう。 

堤  香苗 本年度会長、幹事、理事の皆さまおつか

れ様でした！ 

本日、堤香苗、お誕生日でーす 

足立潤三郎 コロナウイルス感染拡大の為大変な年度    

      でしたが、会長、幹事、理事の皆様、大変 

お疲れ様でした。 

伊澤ケイ子 大変な一年でした。ご苦労さまでした。 

 三田みよ子 会長、幹事 1年間お疲れ様でした。 

 小坂 一郎 今年は８３才です。 

 田﨑 博実 峯岸さん、守田さん、おつかれ様でした。 

 菊池  敏 コロナの禍中大変な一年間会長、幹事、

理事会の皆様、ご苦労様でした。 
    

本日の合計￥５９，０００（累計 ￥５３４，５００） 

 

 

◎年間１００％出席者発表  
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菊池敏会員・村上久会員・初野有人会員・守田亨会員 

伊沢ケイ子会員・小坂一郎会員・峯岸 忠会員 

 

◎４・５・６お誕生日お祝い   会長 峯岸  忠 

４月：徳原  透 会員・小坂 一郎 会員・石井 扶美子 様 

５月：萩生田 政由 会員 

６月：堤 香苗 会員・大槻 一夫 会員・杉山 司 様 

 

お誕生日おめでとうございます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ ３０周年記念例会 ～ 
 

〔司 会〕          ＳＡＡ 林田 敏誠               

◎挨拶      2020-2021年度 会長 峯岸 忠 

 本年度の最終日である本日に、ようやく創立 30 周年

を形にすることができました。 

昨年度に会員全員の参画による「創立 30周年記念事業・

式典実行委員会」を組成し、本年度の 9月に盛大な式典

を催す予定で取り組んでまいりましたが、昨今の新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、残念ながら式典は中

止を余儀なくされてしまいました。 

せめてもの思いで、式典中止の代案として、「多摩東グル

ープ G補佐」、「親クラブである多摩 RCの飯島会長」、「ロ

タフェローの赤尾様」、「奉仕ＰＪの消防少年団長」の 4

名をお招きして、創立 30 周年記念例会を企画いたしま

した。当初は 1月に開催を予定しましたが、緊急事態宣

言の発出により断念せざるを得ず5月に仕切り直しとし

ました。しかしながら、5 月も再び緊急事態宣言下に当

たってしまい、またしても延期を余儀なくされてしまい

ました。一時は失望しかけたこともありましたが、実行

委員会の皆様とも協議を重ね、緊急事態宣言下ではあり

ますが、本年度の区切りとして本日の最終例会を開催す

ると共に、大変縮小された簡易的な内容ではございます

が創立 30周年を形にしようということになりました。 

あくまでも緊急事態宣言下のため、先ほど申し上げたお

客様のご招待は断念せざるを得ませんでしたが、コロナ

禍のためご理解いただけると有難く存じます。 

最後になりますが、創立 30周年記念事業・式典実行委員

長、同実施委員長を始め委員の皆様におかれましては、

２年近くに渡り大変お疲れ様でした。皆様のお力と熱い

思いにより、本日を迎えられたことを心より厚く御礼申

し上げます。 

 

 

 

 

◎30周年記念事業発表・寄付金報告     

記念事業式典実行委員会 委員長  吉沢洋景 

〇ロータリー財団…15万円 

〇米山記念奨学会…20万円 

〇多摩市消防少年団…10万円 

〇フレンズ･ウィズアウト･ア･ボ－ダ－Japan…50万円

◎紹介・表彰 

会長 峯岸 忠                      

〇永年会員紹介（チャーターメンバー）  

 足立 潤三郎会員・菊池 敏会員・遠藤 二郎会員 

〇皆出席者記念品贈呈 

 菊池 敏 会員 村上 久 会員 



【退任式】 

◎退任役員・理事紹介      会長 峯岸  忠           

未曾有な事態の一年間、役員理事の方々には大変お世

話になりました。厚く御礼を申上げます。 

直前会長:入沢修二会員・ 会長エレクト:杉山真一会員 

副会長:萩生田政由会員・幹 事:守田 亨会員 

会 計:大槻 一夫 会員・ＳＡＡ：林田敏誠会員 

理事：小泉 博会員 理事：初野有人会員  

 

◎会長・幹事に感謝状  会長エレクト 杉山 真一 

 

 

◎会長退任挨拶  

2020-2021年度 会長 峯岸 忠 

先立って会員の皆様にはこの1年間、クラブ運営にご協

力を賜り誠に有難うございました。心より厚く御礼のほ

ど申し上げます。1 年半前に被選理事会が組成されたと

き、奉仕活動に親睦活動、その他様々な活動を行いたい

と希望に胸をふくらませておりました。 

しかしながら、峯岸年度は、まさにコロナ禍との戦いの

年度でありました。思い起こせばPetsの中止に始まり、

地区行事はいくつかを除き軒並み中止、多摩東グループ

協議会も3回のみの開催で大半は中止となってしまいま

した。奉仕活動においても、お相手の活動自粛もあり思

うように活動ができませんでした。 

クラブ行事についても、クリスマス例会、寿例会、花見

例会、座禅例会等、年間予定の行事は全て中止となり、

また、例年開催のプロアマチャリティゴルフを始めとし

たゴルフ同好会や釣り同好会の活動も自粛をせざるを

得ませんでした。このような状況下ではありましたが、

各委員会の皆様、役員・理事の皆様におかれましては、

クラブ運営に全うしていただきまして誠に有難うござ

いました。また、約1年前にご着任いただきました事務

局の松下さん、当初は分からないことだらけで本当に大

変で気苦労も計り知れなかったことと思いますが、努力

を重ねられ、今ではとても頼もしい存在です。1 年間本

当に有難うございました。 

最後になりますが、ワクチン接種も進んでおりますので、

次年度は早々にコロナ禍が落ち着き、活発なクラブ活動

が再開できることを期待すると共に、杉山年度が光輝く

年度となることを心より祈念申し上げます。 

1年間、本当に有難うございました。 

 

◎幹事退任挨拶                           

2020-21年度 幹事 守田 亨 

先ず、この 1年、幹事として至らない点ばかりで会員の

皆様にご迷惑およびご心配をお掛けしてしまったこと

も多かったと思います。会員の皆様にお詫び申し上げる

とともに、ご容赦いただけると幸いです。 

1 年を終えた今、率直な気持ちは「クラブ会員の中から

新型コロナの感染者が1人も出なくて心の底からホッと

した」に尽きます。クラブの運営をお預かりさせていた

だく身として、頭の中は「会員の健康を何よりも優先し

なければいけない」の思いが一番大きかったです。 

奉仕活動や親睦活動は、コロナ禍の様々な状況が重なり

ほとんどできませんでしたが、もし神様がいるならば

「今年は足を止めて今後の活動に向けて力を蓄えなさ

い。日本ロータリー100年の歴史は 1 年の足止めで程度

ではビクともしないから」とのお達しであろうと、自分

自身に勝手に言い聞かせていました。 

峯岸会長からもお話がありましたが、次年度はコロナ禍

が収束し、杉山年度が光り輝く年度となることを私も心



より祈念いたします。 

個人的には、約 1年前ご着任された事務局の松下さんと

の 1年間が思い出されます。 

2人ともロータリークラブの「全くの素人」でした。 

何も分からない同士の2人で始まった年度の幕開けでど

うなることかと思いましたが、松下さんがいてくれたか

らこそ、何とか 1年を終えることができました。 

クラブの中心にも外堀にもなってくれる本当に頼りに

なる存在でした。 

誠に有難うございました。会員の皆様、1 年間本当に有

難うございました。心より厚く御礼申し上げます。 

 

◎次年度役員・理事紹介 会長エレクト 杉山 真一 

会 長：杉山真一会員 直前会長：峯岸 忠会員 

会長エレクト：堤 香苗会員 副会長：小泉 博会員 

幹 事：初野有人会員 会 計：伊藤綾乃会員 

ＳＡＡ：林田敏誠会員 理 事：大槻一夫会員 

理 事：伊澤ケイ子会員 

 

 
 

 

 

 

◎閉会点鐘            会長 峯岸  忠 

 

(今週の担当 遠藤二郎   ）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

            

 

                                                                   

                                                    


