
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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2021.3.10 第2500回 例会《水と衛生月間》

3月10日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

『職業奉仕について』
比留間 孝司様（地区職業奉仕委員長）

3月17日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

福生子ども食堂 『あっちゃんち』 代表 厚谷 真由美様
テーマ「ウィズコロナの中の子どもたちの今」
FCGONA 篠田　直様
テーマ「公園問題を取り巻く子供たちの環境」

地区職業奉仕委員長　比留間孝司様（東京武蔵村山RC）



・点　鐘　齋藤会長

・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
　　※演奏のみ

・お客様紹介　齋藤会長
　　　地区職業奉仕委員長　比留間孝司　様
　　（東京武蔵村山RC）
　　舒　浩璐（ショ　コウロ）様　
　　早稲田大学　大学院生

・入会式

　会長：青木誠一さん
　　　 東京福生ロータリークラブへのご入会おめでとう
　　　 ございます。全会員を代表して心からお慶び申
　　　 しあげます。
　　　 ロータリークラブには3つの責務があります。
　　　 例会への出席・会費の納入・ロータリーの友の
　　　 購読です。これから共に活動出来ること嬉しく
　　　 思います。



　会長：（入会証書の読み上げならびに授与）
　　　 （ロータリー資料）（贈呈）　　　　

　会長：（青木さんに会員章装着）
　　　 （石川会員にスポンサーバッチ贈呈）

　会長：新入会員の青木さんは今年度、親睦委員会と
　　　 SAA委員会の2つの委員会の委員に任命され
　　　ました。皆さんよろしくお願いします。

　石川会員：青木さんの紹介　　　　

　新入会員青木様:ご挨拶



・今月のお祝い　佐藤副幹事
　

　◇会員誕生日
　　3月
　　杉本　直会員（10日）
　　髙山　優会員（10日）

　◇結婚記念日祝
　　2月
　　　齋藤　文人会長（2日）
　　　松本　　修会員（7日）
　　3月
　　　富澤　浩史会員（14日）
　　　入江　誠一幹事（16日）
　　　乙部　正幸会員（30日）

　◇令夫人誕生日
　　3月
　　　佐藤　和義会員　令夫人　明美様（26日）

　◇令夫人ご命日
　　3月
　　　木下　邦彦会員　故玲子様（30日）

会 員 出 席 欠 席 免 除 出席率

 44名 33名 9名 2名 78.57%

・出席報告　宮﨑出席委員長

出席報告 2021年3月10日

Zoom参加者：武藤会員、太田会員、田村会員
（会長出席扱い承認済）



・会長報告

　◇加藤勇会員に対し黙祷
　　2021年2月8日　89歳　在籍39年　ご逝去
　　3/3  会を代表して　木下チャーターメンバー、
　　会長、幹事　弔問
　◇1/12  第12回理事会 ・ 2/3、2/9、2/17持回り
　　理事会報告
　◇鳳山RCより2019-20年グローバルグラント「デング
　　熱病気を防ぐ専用車及び相関設備」寄付に
　　政府からの感謝状が届きました。
　　（60周年DVD・会員名簿20冊も）

　◇4/24 多摩分区ＩＭ中止のお知らせ
　　（4/24現新合同連絡会も中止）
　◇2/5  第5回多摩分区連絡会（報告書のみ）

・幹事報告

　◇ロータリーの友3月号配布、ガバナー月信2・3月号
　　配布
　◇第2499回（1/13）会報回覧
　◇例会臨時変更　別紙参照　
　◇2021年3月　Rレート　1＄＝106円
　◇山田泰司会員　連絡先住所等の変更について
　　（すべてご自宅）
　◇2019-20年度　地区大会の記録　回覧
　◇次年度第1回理事会を例会後に開催致します。

　紹介者：橋本地区職業奉仕副委員長

　「職業奉仕について」
　地区職業奉仕委員長　
　比留間孝司　様（東京武蔵村山RC）

・卓　話



卓話要旨：
まず職業奉仕について考えるには、各人の職業

倫理の向上、正当に価値のある職業の相互尊重、そ
してクラブにおいて各人の職業手腕を広く社会問題
の解決に向けて発揮するためのプログラムを企画
し、メンバーがこれに積極的に応えていくこと。この３
つがあげられます。
そこでまずはクラブにて、会員卓話やクラブフォー

ラムの機会を設けて、各人が自身の職業人としての
『あり様』を語り、そして職業人としての『あり方』を考
えるようにしてみましょう。

こうした機会は同時に、クラブにおける、根源的な
意味での『親睦』の『あり様』も照らし出す機会にもな
ろうかと思います。
そして更に、各人が職業人であり同時にロータリ

アンであることの意義をどう考えているかを語り合
い、考え合う機会にも致しましょう。それぞれの立場か
らそれぞれの考えをそれぞれの言葉で遠慮なく語り
合うこと。それは職業人でありながらロータリアンであ
ることの喜びや楽しみを共有することです。
そこに至って単なる言葉の定義や解釈の追求と

いう、定型的な職業奉仕論以上のものが見つかるは
ずです。決して独り善がりにはならない、地に足が着
き血の通った職業奉仕論が『楽しみ』になるのではな
いでしょうか。
ことロータリーということに限らず、日々の生活や

仕事の中で触れることの様々に関心が広まります。そ
れまでより更に自身の職業が社会にどう関われるかを
知り、ビジネスの機会の創出につながることは、その
まま事業の公益性を高めることではないでしょうか。
こうしたあらゆる意味において、『職業奉仕』は大

きな可能性を含み続けていると考えています。

・謝　辞　齋藤　会長



　◇佐藤社会奉仕委員長
　　明日3/10東日本大震災より10年　
　　更なる希望の風募金ご協力お願いします。

　◇岡田会長エレクト
　　2021-22年度　シェカールメータRI会長テーマ
　　「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」
　　3/5　GPM報告（Zoom開催）
　　【これからの予定】　
　　3/11　地区チームセミナー（Zoom開催）
　　4/21　地区研修協議会（Zoom開催）
　　6/1　  PETS（Zoom開催）

・委員会報告 　◇松本修　会計理事
　　後期会費納入ををお忘れの方は支払いをお願い
　　します。

　齋藤　文人会長　
　　比留間地区職業奉仕委員長、ようこそお越しくださ
　　いました。本日の卓話宜しくお願い致します。
　　橋本地区職業奉仕副委員長におかれましては
　　ご手配等ありがとうございました。
　　青木誠一会員　改めて入会おめでとうございます。
　　加藤勇会員のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
　　残り4ヶ月になりますが　引き続き宜しくお願い致します。
　入江　誠一幹事　
　　2ケ月ぶりの例会　お元気な皆様にお会いできて
　　本当に嬉しいです。ｓｈｏさんようこそ、比留間委員長
　　お越し下さり誠にありがとうございます。
　　結婚記念のお祝いもありがとうございました。
　松本　　修会員　
　　結婚記念日　先月でしたが一応入れます。
　木村　敦史会員　
　　比留間委員長　本日　宜しくお願いします。
　宮﨑　慶男会員　
　　リモート参加も含め例会参加ありがとうございます。

・ニコニコＢＯＸ　村松　副委員長



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　
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・点　鐘　齋藤会長

本日の合計額　¥127,000

累計 ¥1,907,975

　山本　仁志会員　
　　比留間地区職業奉仕委員長　本日はよろしく
　　お願いします。
　乙部　正幸会員　
　　3月13、14日ギャラリー木村で春夏のスーツ展を
　　開催しますのでよろしくお願いします。
　　奥様用スカーフもありますのでお誘い下さい。
　髙山　　優会員　
　　本日50歳の誕生日をお祝いいただきありがとうござ
　　いました。今年1年婚活　頑張りたいと思います。
　岡田　丈尋会員　
　　例会が再開できて何よりです。比留間地区職業
　　奉仕委員長今日はよろしくお願いします。
　杉本　　直会員　
　　本日59歳になりました。また地区職業奉仕委員長　
　　本日の卓話宜しくお願い致します。
　橋本　惠治会員（地区職業奉仕副委員長）　
　　比留間地区職業奉仕委員長　本日の卓話ありが
　　とうございます。
　武藤　寿信会員　
　　例会再開おめでとうございます！ 今しばらくリモート
　　が続きます。ごめんなさい。
　佐々木美之会員　
　　比留間職業奉仕委員長 ようこそお越し下さいまし
　　た。本日は宜しくお願い致します。
　佐藤　和義会員　妻の誕生日を祝っていただき有難
　　うございます。皆にお会いできてうれしいです。
　　またよろしくお願い致します。比留間委員長　本日
　　よろしくお願いします。
　青木　誠一会員　
　　入会となります。よろしくお願い致します。
　乙部　正幸会員　
　　結婚記念日を祝っていただき有難うございます。
　　3月31日は数年に一度の金運の日です。ぜひ新しい
　　サイフをおろして下さい。
　石川彌八郎会員　
　　工事でご迷惑をお掛けします。ミステリーツアー
　　楽しかったです。
　村松　真治会員　
　　ひさしぶりの例会楽しみです。皆様　引き続き
　　宜しくお願いします。
　富澤　浩史会員　
　　結婚記念日を祝っていただき有難うございます。


