
会報・HP委員会
委 員  長：浦野　明徳
副委員長：大山　剛
委     員：山本　仁志
委     員：片岡　芳保
委     員：富澤　浩史
委     員：髙木　直哉

2020年～2021年度 国際ロータリークラブ会長テーマ

2020年～2021年度 会長 ホルガー・クナーク
ロータリーは機会の扉を開く

2020年～2021年度 東京福生ロータリークラブ会長テーマ

2020年～2021年度 会長 齋藤文人
「つなげようロータリーの輪・つたえようロータリアンの想い」
～すべてはみんなのために～ 

本日の
プログラム

次回の
プログラム
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2020.10.7 第2490回 例会《経済と地域社会の発展月間・米山月間》

10月14日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

『男のスーツの着こなし』
カインドウェア本店 ダイレクトセールスマネージャー
児玉 敬介様

10月28日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

『イニシエーションスピーチ』
富澤会員・髙木会員
※10月21日㈬は休会です



・点　鐘　齋藤会長

・国歌斉唱 （第一例会　及び　役員来会時）

さとう としみつ

なかじま よしたか

ひの いちろう

　◇在籍祝い
　　橋本　惠治会員（25年）
　　佐々木美之会員（3年）

　　杉浦　裕之名誉会員（3年）
　　田村　利光名誉会員（3年）

・お客様紹介  齋藤会長
　　東京青梅RC　直前会長　佐藤　利光様

　東京青梅RC　直前幹事　中島　慶貴様

　（株）鈴一　代表　　　　  日野　一郎様

さとう としみつ

なかじま よしたか

・お客様挨拶
　　東京青梅RC　直前会長　佐藤　利光様

　東京青梅RC　直前幹事　中島　慶貴様

　◇会員誕生日祝い
　　片岡　芳保会員（2日）
　　窪嶋　　貴会員（2日）
　　米持　明子会員（17日）　
　　大山　　剛会員（22日）
　　田村　勝彦会員（30日）

　◇令夫人誕生日祝い
　　山田　勝子（かつこ）様（6日）
　　岡田　智美（ともみ）様（20日）
　　髙木　好美（よしみ）様（24日）
　　松本　毬子（まりこ）様（31日）

　◇結婚記念日祝い
　　　五十嵐　治会員（2日）

・今月のお祝い　佐藤副幹事

・ロータリーソング
　「奉仕の理想」　
　　ソングリーダー ： 山本伸一会員
　　ピアノ演奏     ： 高橋会員



会 員 出 席 欠 席 免 除 出席率

 45名 35名 7名 3名 83.33%

・出席報告　宮﨑出席委員長

出席報告 2020年10月7日

9月までの出席状況　回覧します

・会長報告
　◇9/30　夜間例会・10/4-5一泊二日親睦旅行　
　　お疲れ様でした。　皆様のご協力により楽しい
　　夜間例会・親睦旅行となりました。
　　ありがとうございました。

　◇Rの友・ガバナー月信10月号　配布
　◇第2488回（9/23）・第2489（9/30）会報回覧
　◇例会臨時変更のお知らせ　東京東江戸川RC
　◇2020年10月　Rレート　1＄＝105円
　◇国際ロータリー日本事務局・ロータリーの友事務所
　　コロナウイルス感染症に対する対応連絡
　◇福生RCリーフレット（案）回覧
　◇福生市市制50周年　西多摩新聞広告掲載
　◇第3回分区連絡会　10/9（金）16時～　
　　ホスト：東大和RC　
　　山本地区副幹事・齋藤会長・入江幹事・木村会員　
　　出席予定
　◇ロータリー研究会　11/25（水）オンライン開催
　◇希望の風募金　ご協力お願いします。

・幹事報告

　◇佐々木職業奉仕委員長　
　　計画及び予定について
　　職業奉仕アンケート　返信状況

・委員会報告

　◇佐藤社会奉仕委員長
　　2021-22年度地区補助金プロジェクト
　　申請受付10/1開始　～1/29
　　赤い羽根共同募金　
　　希望の風募金　9月実績25,327円

　◇貝塚米山奨学委員長
　　親睦旅行にて米山梅吉記念館訪問　寄付金贈呈
　　ロータリー米山記念奨学事業豆辞典配布



　◇山本地区副幹事　
　多摩分区全クラブのガバナー訪問終了

　東京青梅RC　佐藤利光直前会長
　　前年度は大変お世話になりました。本日はお礼かた
　　がた ご挨拶に参りました。今後共どうぞよろしく
　　お願い申し上げます。
　山本仁志地区副幹事
　　多摩分区ガバナー公式訪問　おかげ様で無事
　　終了しました。
　　佐藤直前会長、中島直前幹事ようこそ！
　齋藤　文人会長　
　　東京青梅ＲＣ　佐藤直前会長、中島直前幹事　
　　本日はようこそお越し下さいました。又　前年度
　　1年間お世話になりました。
　　㈱鈴一　代表　日野様　本日はようこそお越し
　　くださいました。又　本日よろしくお願い致します。
　祖父江重夫会員　
　　先日はたのしい米寿のお祝いをしていただきまして
　　有難うございました。
　加藤　　勇会員　
　　ご無沙汰しております。
　松本　　修会員　
　　妻の誕生日を祝っていただき有難うございます。
　　いくつになったか判りません。

　田村　勝彦会員　
　　誕生日を祝っていただき有難うございます。
　　おかげさまで人生100年の折返しから一年
　　過ぎました。今後も宜しくお願いします。
　武藤　寿信会員　
　　佐藤様  中島様  ようこそいらっしゃいました！！
　　親睦旅行に多くの方に参加いただき有難うござい
　　ました。
　入江　誠一幹事　
　　東京青梅ＲＣ直前会長 佐藤様、直前幹事 中島様、
　　㈱鈴一代表 日野様　ようこそおこし下さいました。
　橋本　惠治会員　
　　在籍25年を祝っていただき有難うございます。
　　佐藤前会長、中島前幹事ようこそ　
　　ありがとうございます。
　岡田　丈尋会員　
　　青梅ＲＣ　佐藤　和義直前会長　中島直前幹事　
　　ようこそいらっしゃいました。妻の誕生日祝いを
　　いただきありがとうございました。
　大山　　剛会員　
　　東京青梅ＲＣ　佐藤直前会長　中島直前幹事　
　　前年度は大変お世話になりました。
　　そして誕生日を祝っていただき有難うございます！
　佐々木美之会員　
　　在籍3年を祝っていただき有難うございます。
　　今後とも宜しくお願い致します。
　五十嵐　治会員　
　　結婚記念日を祝っていただき有難うございます。
　　今年で29年目となりました。
　佐藤　和義会員　
　　佐藤直前会長　中島直前幹事ようこそお越し
　　下さいました。先日の旅行ありがとうございました。
　　大変勉強になり有意義な時間でした。
　片岡　芳保会員　
　　誕生日を祝っていただき有難うございます。
　木村　敦史会員　
　　佐藤直前会長　中島直前幹事　大変お疲れ様
　　でした。
　窪嶋　　貴会員　
　　誕生日を祝っていただき有難うございます。
　米持　明子会員　
　　誕生日を祝っていただき有難うございます。

・ニコニコＢＯＸ

本日の合計額　¥133,000

累計 ¥1,105,975



　これよりクラブ協議会となっております。
　お客様におかれましてはお残りいただいてもお帰りに
　なられても構いません。本日は当クラブへお越し
　いただきありがとうございました。）

　◇次年度理事役員選出方法について

・クラブ協議会

入江幹事：定款第11条第5節ならびに細則第3条第１ 
 節の規定に従い、「理事・役員の選出方法
 について」お計りしたいと思います。本日の
 クラブ協議会は出席者数35名、欠席者7
 名、細則第4条第3節の定足数の3分の1を
 満たしております。齋藤会長議長席へどう
 ぞ。
齋藤会長：それでは　議事に入ります。
 規定によりますと、「役員を選任すべき会合
 の2ヵ月前の例会において会長は会員に対
 して、次々年度の会長、副会長、幹事、
 会計、および4名の理事を指名することを
 求めなければならない」とあります。今年度
 は、次々年度理事・役員の選出に当たる
 年次総会が12月2日に予定されております
 ので、本日のクラブ協議会におきましては、
 その選出方法を審議して頂きたくお願い
 申し上げます。
 細則第3条第1節では、「指名委員会を
 設けるか、または出席全会員による選挙の
 いずれか一方、または双方によって行うこと
 ができる」となっており、ちなみに福生RC
 では例年指名委員会設置が行われており
 ます。
 それでは以上について、審議して頂きたい
 と思います。審議については読み上げます
 ので挙手にてお願いいたします。
 ①指名委員会の設置 　 　 　
 ②全員による選挙 　 　 　
 ③両方
 それでは、指名委員会を設置し、理事・役員
 を選任したいと思います。
 細則第3条第1節の規定に従いまして
 「指名委員会の構成委員は委員長を
 直前会長、委員を直前会長を含む過去
 5年間の会長経験者及び現会長・副会長
 の計7名とする」とあります。
 該当の会員はご協力宜しくお願い致しま
 す。本日の議事はこれで終了となります、
 ありがとうございました。

入江幹事：齋藤会長ありがとうございました、それでは
 細則第3条第1節の規定による指名委員
 会の該当となる会員を読み上げます。
 該当会員（指名委員）
 大山　　剛　直前会長
 田村　勝彦　会員
 山本　仁志　会員
 木村　敦史　会員
 宮﨑　慶男　会員
 齋藤　文人現会長 ・ 岡田　丈尋副会長
 指名委員会委員長大山直前会長からご挨
 拶を頂きます。
大山直前会長；挨拶
 第1回目の指名委員会は本日、例会後
 開催で進めたいと思います。該当の会員の
 方々は宜しくお願い致します。

入江幹事：これをもちまして次年度理事役員選出方
 法についてを終了致します。   
 ありがとうございました。



　◇リモート例会について（資料配布）
　　　岡田リモート例会委員長
　　　（株）鈴一　日野様 ・点　鐘　齋藤会長

【10/4-5　親睦旅行】



【親睦旅行の様子】
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