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2021.1.13 第2499回 例会《職業奉仕月間》

1月13日㈬
クラブ協議会
点鐘：12時30分～

会長年頭挨拶

2月10日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

『職業奉仕について』
橋本地区職業奉仕副委員長



・お食事
　お持ち帰りで用意

・国歌斉唱
・ロータリーソング
　「奉仕の理想」　
　　ソングリーダー ： 熊谷会員
　　ピアノ演奏     ： 高橋会員
　　※新型コロナ感染対策のため演奏のみ

・点　鐘　齋藤会長



・お客様紹介
　    青梅信用金庫福生支店支店長  青木  誠一様
　 早稲田大学  大学院生  舒  浩璐（ショ  コウロ）様　

・お客様ご挨拶
　    青梅信用金庫福生支店支店長  青木  誠一様

・今月のお祝い　佐藤副幹事
　　◇在籍祝
　　松本　　修会員（28年）
　　石川　彌八郎会員（15年）
　　五十嵐　治会員（7年）
　　鳥居　徹也会員（7年）

　◇会員誕生日
　　太田　泰之会員（3日）

　◇結婚記念日祝
　　祖父江　重夫会員（28日）



・会長報告

　◇片岡　芳保会員　年末に入院　
　　例会出席時お見舞贈呈します。
　◇加藤　　勇会員　
　　例会後　ご自宅へ挨拶・お見舞贈呈
　◇訃報　高橋　美穂会員　ご母堂様　
　　告別式等親族のみで済
　◇福生市社会福祉協議会法人化50周年　
　　表彰状・記念誌が届きました。
　◇1/8　持回り理事会報告

　◇ロータリーの友1月号配布、ガバナー月信1月号回覧
　◇第2497回（12/9）第2498回（12/19）会報回覧
　◇地区大会リーフレット配布
　◇バギオだより　第82号　配布
　◇2021年1月　Ｒレート　1＄＝104円
　◇西多摩新聞  会長挨拶広告 ・ 西の風広告  掲載
　◇福生・横田交流クラブ　役員変更のお知らせ
　◇訃報　東村山RC　野村会長　ご尊父様　
　　告別式等親族のみで済
　◇東村山RC 会長エレクト交代　
　　岩原隆会員→野澤秀夫会員
　◇米山奨学会　事務局勤務体制
　◇例会場・事務局移転　那覇東RC
　◇例会臨時変更　別紙参照　
　　（メークアップいかれる場合は要事前確認）
　◇会費納入案内　1万円減額　配布　
　◇第12回理事会　例会後開催
　◇希望の風募金　ご協力お願いします。

会 員 出 席 欠 席 免 除 出席率

 45名 38名 5名 2名 88.37%

・出席報告　宮﨑出席委員長 ・幹事報告

　◇佐藤社会奉仕委員長
　　ふっさボランティア・市民活動センターニュース 回覧
　　12月希望の風募金実績 14,992円 累計108,648円

・委員会報告

出席報告 2021年1月13日

◇12月迄の出席状況　ご確認下さい



　◇松本会計委員長
　　年会費納入にお願い

　青梅信用金庫　福生支店長 青木　誠一 様　
　　宜しくお願い致します。
　齋藤　文人会長　
　　明けましておめでとうございます。今年もよろしく
　　お願い致します。
　　新年早々の緊急事態宣言に伴い1/20（水）・
　　1/27（水）・12/3（水）は休会となります。
　　2/10（水）に例会再開予定です。
　　2/10（水）に例会で元気な姿で皆様にお会い
　　できることを楽しみにしています。
　入江　誠一幹事　
　　あけましておめでとうございます。本年も宜しく
　　お願い申し上げます。
　岡田　丈尋会員　
　　明けましておめでとうございます。今年もよろしく
　　お願いいたします。
　祖父江重夫会員　
　　結婚記念日を祝っていただき有難うございます。
　　60年になりました。
　松本　　修会員　
　　在籍28年になります。今年一年よろしくお願いします。
　宮﨑　慶男会員　
　　今年もよろしくお願いします。
　木村　敦史会員　
　　明けましておめでとうございます。
　　残り半年がんばります。
　加羽澤光輝会員　
　　本年もよろしくお願いします。
　山本　仁志会員　
　　明けましておめでとうございます。本年もよろしく
　　お願いします。
　五十嵐　治会員　
　　あけましておめでとうございます。おかげさまで在籍
　　7年になりました。本年もよろしくお願い致します。

・ニコニコＢＯＸ　高橋SAA委員

　◇石川会員
　　・年末、例会場大掃除お礼
　　・次々年度　ガバナー補佐輩出　
　　 元分区代理・元ガバナー補佐で協議　
　　 田村勝彦会員にガバナー補佐、五十嵐治会員に
　　分区幹事をお引き受けいただきました。
　　・ビジョン委員会にてガバナー補佐選定について
　　 明文化の検討を行います。



本日の合計額　¥181,000

累計 ¥1,780,975

　鳥居　徹也会員　
　　在籍を祝っていただき有難うございます。7年です。
　　明けましておめでとうございます。本年もよろしく
　　お願い致します。
　村松　真治会員　
　　本年も皆様よろしくお願いします。
　松本　信弘会員　
　　明けましておめでとうございます。本年もよろしく
　　お願い致します。
　杉本　　直会員　
　　会員の皆様　本年も一年間宜しくお願い致します。
　石川彌八郎会員　
　　在籍なんと15年　皆様ありがとうございます。
　　石川酒造の敷地内にちょっとしたホテルを作ること
　　になりました。7月オープンです。
　　飲み過ぎて帰れなくなった方は御利用下さい。
　佐々木美之会員　
　　あけましておめでとうございます。本年も宜しく
　　お願い致します！
　根岸　美雪会員　
　　明けましておめでとうございます。
　　コロナをぶっ飛ばせ!!で今年も一年間よろしく
　　お願い致します。
　太田　泰之会員　
　　誕生日お祝いありがとうございます。
　　今年の目標は新しいメガネを購入することです。
　藤本　　浩会員　
　　4年6ケ月たいへんお世話になりました。
　　ありがとうございました。
　梶　　卓朗会員　
　　本年もよろしくお願いします。
　熊谷　　智会員　
　　新年あけましておめでとうございます。
　　本年もよろしくお願いいたします。
　　今月で開業満10年を迎えることができました。

①はじめに
皆さんは、年末休暇はどう過ごされたでしょうか？
私は例年は二泊三日のスキーに行っていましたが、コロ
ナの影響により、「静かな年末年始を過ごして欲しいと
の」要請があり、今回は出かけたのは西友のお買い物の
みで、寝正月だった為、少し太ったようで、今日のスーツ
は１１月の乙部スーツ展で購入したスーツを初めて着て
みましたが、若干キツイ気がします。

②前期の半年間について
今年度７月～１２月について、お話したいと思います。

【計画（重点目標）５点について】
◆１点目：会員増強・退会防止（純増５名目標）について
　●７/１（水）第１回目の「第２４７８回例会」にて、太
　　田会員・山本伸一会員・米持会員の３名の方に入
　　会して頂きました。第１回目の例会で３名の新入会
　　員をお迎え出来た事、これは大変嬉しかったです。
　●８/５（水）「第２４８２回例会」にて、富澤会員に入
　　会をして頂きました。富澤会員で４人目の入会とな
　　りました。本当にありがてーす！
　●８/２６（水）「第２４８４回例会」にて、高木会員に
　　入会をして頂きました。高木会員で５人目の入会と
　　なりました。本当にありがてーす！
　●そして、１２月末現在で退会者が０名であったことも
　　大変嬉しく、ありがたい事でした。
　●会員増強の為でもある、リーフレットを作成しました。
引き続き、木村会員増強委員長に中心となって頂き「楽
しくなければロータリーじゃない」を合言葉に積極的に会
員増強・退会防止に努め、新たな仲間との出逢いや友
情を深め元気で楽しく活気あるクラブを目指し、親睦強
化を目指して参ります。

◆２点目：公共イメージの向上について
　●福生市のＨＰにバナー広告を７月、１月の２ヶ月間
　　の掲載させて頂きました今月（１月）も掲載されてお
　　ります。皆様も是非、ご覧頂ければと思います。
　●９/９（水）「第２４８６回例会」にて杉浦瑞穂町長
　　に、卓話をして頂きました。
　●東京福生ロータリークラブのＨＰも精査し最新バー
　　ジョンとなっております。
　●東京福生ロータリークラブのFacebook掲載アップ
　　を事務局山縣さんにご協力を頂き、本日現在で、
　　50回のFacebook掲載アップをして頂いています。

・クラブ協議会
　会長年頭挨拶



　●親睦委員会
　　鳥居親睦委員長をはじめ、親睦委員会の皆様に　
　　は、７/３０夜間例会、９/３０夜間例会、１０/４～
  　５親睦旅行、１２/１９クリスマス例会と鳥居親睦委
　　員長から親睦委員会ってこんなに忙しかったでし   
　　たっけ？と言われました。
　　例年よりは担当が多かったかも知れません。鳥居親
　　睦委員長、親睦委員会の皆様忙しくさせてすいま
　　せんでした。
　　「楽しくなければロータリーじゃない」を合言葉に積
　　極的に会員増強・退会防止に努め、新たな仲間と
　　の出逢いや友情を深め元気で楽しく活気あるクラ
　　ブを目指し、親睦強化を目指して参ります。と言う事
　　でお許し下さい。
　●米山奨学・ロータリー財団員会　　
　　貝塚委員長にはR財団へ個人寄付を１０００＄の寄
　　付を頂きました。　
　 （齋藤もR財団へ個人寄付を１０００＄の寄付）
　　合計　２０００＄
　　宮﨑副委員長には米山奨学特別寄付を３００，００
　　０円して頂きました。
　 （齋藤も米山奨学特別寄付を２００，０００円）
　　合計　５００，０００円
　　又、宮﨑会員には希望の風奨学金も１００，０００円
　　寄付を頂きました。
　●入江幹事には色 と々助けて頂き感謝です。
　●出席率も平均９０％を超えております。

まだまだ、お話ししたい事はあるのですが、皆様のお力を
頂き、今年度、７月～１２月の例会及び活動が無事に出
来たと感謝致します。

一人では出来ないこともみんなで力を合わせれば、出来
ると感じた半年でした。

③コロナウィルス過における（緊急事態宣言）について
１２月からコロナ感染者の拡大が続き、新年早々、１/８
～２/７迄、緊急事態宣言が発出となりました。
本日の例会は時間短縮、お弁当お持ち帰りで開催させ
て頂きましたが、１/２０（水）、
１/２７（水）、２/３（水）の３回、例会を休会とさせて頂く
事になりました。
２/１０（水）例会再開予定でおります。

　第2580地区の公共イメージ向上委員会にも度々、　
　シェアをして頂いており（４回）、いいね！の数も増えて
　おり、公共イメージ向上に繋がっていると、実感してお
　ります。
　山縣さん、ありがとうございます。
　因みに私も年末年始が暇だったので、ようやくFace
　bookデビューをいたしましが、掲載内容には注意をし
　て行こうと思っております。

◆３点目：クラブ内職業奉仕について
コロナの影響もあり、会員同士でお互いに仕事の協力
を行って行きたいとの思いで佐々木職業奉仕委員長に
中心となって頂き、クラブ内職業奉仕を進めて来ました。
　●職業奉仕についてのアンケートを実施させて頂き
　　ました。
　●私の職業を配布し、福生クラブのＨＰの会員専用
　　ページにも反映させて頂きました。
　●５つの部会を立ち上げ、11/18（水）第１回各部　
　　会会議開催、12/9（水）第1回各部会報告を例　
　　会で行いました。
１２/９（水）第１回各部会報告会では飲食部会のコロ
ナ過での対策、現状の報告を頂き、改めて飲食業の大
変な状況を知る事ができました。
引き続き、クラブ内職業奉仕を佐々木職業奉仕委員長
に中心となって進めて行きたいと思います。

◆４点目：ロータリー地区補助金を活用した事業の企画
及び申請について
佐藤社会奉仕委員長が中心となって、社会奉仕委員会
の皆様と木村地区ロータリー平和フェローシップ委員長
にご尽力頂き、１２/２１（月）に地区へ申請を致しまし
た。後は申請が無事に通ってもらえる事を願うだけです。

◆５点目：鳳山ロータリークラブ公式訪問について
　●前年度から木村国際奉仕委員長・武藤国際奉仕
　副委員長には準備をして頂いておりましたが、姉妹ク
　ラブである、鳳山ロータリークラブ創立６０周年記念
　式典はコロナの影響で、大変残念ではありましたが、
　参加を見合わせました。
　御祝メッセージビデオを１１/４（水）例会にて作成　
　し、送らせて頂き、御祝の品も送らせて頂きました。
　メッセージビデオ作成時には、舒　浩璐（ショ コウロ）
　さんにも、お手伝いをして頂きました。

それ以外にも



東京福生ロータリークラブ国際ロータリー第2580地区

例会日／毎週水曜日 12：30－13：30　
例会場／石川酒造㈱  新蔵  福生市熊川1番地　
T  E  L ／ 042-553-3400 Facebookページ

WEBサイト

WEBサイト Facebook

緊急事態宣言により、皆さんのお仕事にも大きく影響が
あるかと思いますが、まず、私たち個々に出来る事は、コ
ロナ感染防止対策を十分に行い、コロナに感染しない、
感染させない事が一番と思います。
そうする事がコロナ終息に近づき、経済も安定していく
のではないかと思います。
従業員の雇用を守り、家族を守る事が大切と思います。

しかし、楽しみがなければ、頑張れない・・・誰もがそうでは
ないかと思いますが
私の目先の楽しみは延期になっている北海道うまいもん
ツアーを武藤会員に改めて頼んで行ける日を楽しみにコ
ロナ感染防止を努めて行こうｔ思っています。

④後期の半年間について
【計画（重点目標）５点について】
１．例会の充実（卓話）
２．クラブ内職業奉仕（部会・会員卓話）
３．会員増強
４．地域貢献事業（ロータリーデー）
５．会員間の親睦
の５つを中心に活動を行っていきます。

⑤最後に
２/１０（水）例会再開では、元気な姿で皆さんにお会い
できることを楽しみに、そして、こんな状況だからこそ、
「笑う門には福来る」そんな一年にしたいです。
引き続き、会員の皆様には、ご協力をお願い致します。

「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～

以上、会長年頭挨拶とさせて頂きます。

ありがとうございました。

・点　鐘　齋藤会長


