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2650 地区ガバナースローガン

会長テーマ

1 年半かけていろいろな奉仕事業計画を立案し準備してきました。国際奉
仕・社会奉仕・青少年奉仕の 3 つの奉仕事業の総予算額は約 1,150 万円です
が、財団グローバル補助金・財団地区補助金・新世代育成基金補助金を活用

『親睦を深め、世界に翔こう～子供たちの心に残る「ふるさとの創造」～』

させて頂く予定ですので、我がクラブからは約 80 万円の支出で収まると思
っています。しかし、ここにきて実施できるかどうかは全く不透明ですが、
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いつでも実施できる準備だけはしておくつもりです。そして、クラブ奉仕は、
細則でもうたっている 3 年制委員会を実現しようと準備してきました。皆様

就任挨拶
会長 本田 修造

新型コロナウイルスによる経済
への影響が計り知れない時期の会
長就任、次年度に向けた研修会の
中止（会長エレクト研修セミナー
PETS、地区研修・協議会）そして
地区大会の中止、と今までに経験

には、それぞれの委員会でロータリーを勉強し、それぞれの活動を通して親
睦を深めて頂きますようお願いします。
「例会欠席しても欠席扱いとしない」という前例のない事態の中、何が起
こるか予測できない状況下ですが、この局面を乗り越え、一人も減ることな
く、再び皆様とロータリーの歩みを始められるよう、一生懸命頑張って参り
ますので、ご協力の程宜しくお願い致します。

したことのない状況下で新年度を迎え、長期化が予測されるウイルスとの闘い、
新型コロナウイルスの「第２波、第 3 波」が心配される中での船出となりまし
た。
ホルガー・クナーク RI 会長のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」
、2650
地区松原六郎ガバナーは「ロータリーの原点に返る」と掲げられました。
地区方針では、我らが生業を守る（家族・従業員・会社を守る）
。このことを
守り抜いて再び、ロータリーの歩みを始める。少しでも余力のあるロータリア
ンは様々な災害によって被災した人々に寄り添い、勇気を取り戻すために社会
奉仕活動を実践すると言っておられます。私はこの地区方針に沿って、会員各
位・ご家族・従業員の皆様の健康と安全、そして事業の存続を祈願し、クラブ
運営をしていきたいと考えております。そこで皆様方のご負担を少しでも抑え
るよう、第 1 期会費の免除を実施させて頂きます。さらに、今までにない節約
をして参りますので、皆様のご理解とご協力を節にお願い申し上げます。
私のテーマは、「親睦を深め、世界に翔こう」サブテーマに子供たちの.心に
残る「ふるさとの創造」と掲げさせていただきました。

本日の例会 初例会
木槌引継ぎ
開会点鐘 〔１２：００〕
「君が代」演奏

本日の会合
社会奉仕委員会

例会後ロビー

前回例会報告
会員数 65（-）
【1】名 ビジター 0 名
出席者 ―（-）
【0】名 ゲスト 0 名

「奉仕の理想」演奏

( )は出席率除外会員

祝舞「宝船」（安倍 秀風君）

【】は名誉会員

出席率
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第―回
出席率 ―

％
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来客紹介
記念品贈呈

次週

祝電披露

次回例会

「 就任挨拶 」

7 月 14 日

休会

ご登録締切：7/17（金）

7 月２１日 12：30～13：30
会

長 本田 修造君

副会長 布施 栄一君
幹

事 村岡 正浩君

閉会点鐘 〔１２：３０〕

クラブ・デー「クラブ管理運営フォ―ラム」

次回会合

於：葵殿

第 1 回理事会 例会後
コクーンの間

—

幹事報告

—

■第１期会費について

過日の理事役員会に於いて、今年度
第１期分は会費を免除することと決定致し
ました。なお、前年度第４期の会費が未納
の方につきましては、再度請求書をお送
りさせていただきますので、期日までに納
付いただけますようお願い致します。
■新年度

東山手帳、週報ファイル配布

受付にてﾛｰﾀﾘｰ手帳、東山手帳２冊、
週報用ファイルをお配りしております。一
年間ご活用下さい。
■ポスト移動

新年度から、ポストの位置が移動して
おります。名札等お取り間違いのなきよう
ご注意ください。

■委員会資料引継ぎについて
委員会の引継ぎのため、各委員長

前年度寄付累計
【ニコニコ箱・特別寄付 】

様は次回例会出席時に委員会ファ

ニ コ ニ コ 箱

1.003.000 円

イルと引継ぎ文書を新委員長様に

クラブニコニコ箱

446.000 円

各自でお渡しくださいますよう、宜

ロー タ リ ー 財 団

978.000 円

しくお願い致します。

ポリオプラス

5,000 円

米山記念奨学会

449,000 円

■2020-21 年度第 2650 地区
第 4 組ＩＭ開催中止

20,000 円

希望の風奨学金

ご協力ありがとうございました。

新型コロナウィルス感染拡大防止に
伴い、9 月 5 日（土）に予定されており
ました「第４組ＩＭ」は中止となりました。
■事務局新職員紹介
７月よりパート勤務で「井之口一恵」
（いのぐちかずえ）さんが事務局員とし
て採用されました。加藤さん育児休業
中は、岩田さんと井之口さんとで業務
していただきます。

■ ロータリーレート変更

７月 1 日より、ロータリーレートが１㌦＝
107 円に変更されます。（現行 1０８円）

同好会情報
ご寄稿、お待ちしております。

■ガバナー公式訪問準備のｸﾗﾌﾞ協議
会延期
2020-21 年度 7 月 28 日（火）に予定し

２０２０－２１年度

ておりましたガバナー公式訪問に向け

国際ロータリー会長

てのクラブ協議会は延期となりました

第 2650 地区ガバナー

松原 六郎

会長(理事・役員) ······本田 修造

会員増強

会長エレクト

ｸﾗﾌﾞ戦略策定

布施 栄一

·· 坂田

均

······· 小坂 文夫

ＳＡＡ

············ 中村 吉晴

副会長(理事) ·········・布施 栄一

会計

············ 竹之内米貴

幹事

クラブ奉仕

··········· 村岡 正浩

クラブ管理

········・小森 直之
·······・福留 幸一

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

······· 岡武 和暁

広報

··············・村田 好謙

······ 吉田 武雄

副幹事 ·········内藤 葉子

副Ｓ.Ａ.Ａ. ···········茂山忠三郎

副幹事 ········· 赤木 厚

副Ｓ.Ａ.Ａ. ···········藤居 一彦

副幹事 ·········髙橋 一也

副Ｓ.Ａ.Ａ. ···········大倉 英士
副Ｓ.Ａ.Ａ. ············江向 耕一郎
副会計 ··········・・・中塚

浩

社会奉仕(理事) ······青山 真由美
国際奉仕
青少年奉仕

······· ・山田幸一郎
····· ・安倍 秀風
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