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2021.4.28 第2506回 例会《母子の健康月間》

4月18日㈰
2020年〜2021年度 国際ロータリークラブ会長テーマ

ロータリーは機会の扉を開く

2020年〜2021年度 会長 ホルガー・クナーク

本日の
プログラム

次回の
プログラム

4月28日㈬

クラブ協議会

点鐘：12時30分〜

5月12日㈬
卓話

点鐘：12時30分〜

福生RC親睦ゴルフコンペ

2020年〜2021年度 東京福生ロータリークラブ会長テーマ

「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〜 2020年〜2021年度 会長 齋藤文人

5/2 地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミについて
6/5 羽村市環境フェスティバルについて
『部会 会員卓話』 窪嶋会員・米持会員
※時短での開催
（お弁当お持ち帰り）
ハイブリット形式
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【新型コロナ感染対策】
サーマルカメラ
導入しました

・お客様紹介

齋藤会長

早稲田大学 大学院生
舒 浩璐
（ショ コウロ）
様

・お食事

・出席報告

・点

鐘

齋藤会長

Zoom参加者：富澤会員、武藤会員、髙山会員

・ロータリーソング
「四つのテスト」

出席報告 2021年4月28日
会 員

出 席

欠 席

免 除

出席率

45 名

34 名

9名

2名

79.07 %

先々週の出席率訂正

81.40％→85.71％

・会長報告

・幹事報告

◇4/14 夜間例会 加藤会員偲ぶ会 多数ご参加
ありがとうございました。
4/21、入江幹事と加藤様宅訪問し
皆様からお預かりのお香典、会報、DVD、当日の
写真をお届けしました。
（文書別紙）
DVDは名誉会員・多摩分区各RC・鳳山RC・元会員
（令夫人含む）
に送付しました。
元会員 石田敏様からメールがきました。
（別紙）

◇第2505回
（4/14）
会報回覧
◇例会変更が東京青梅RC、東京東村山RC、
東京東大和RC、東京ベイRC、東京城東RCより
届きました。
◇ロータリー希望の風奨学金 クラブより10万円寄付
御礼状、領収書が届きました。

◇4/18 福生RC親睦ゴルフコンペお疲れ様でした。
懇親会にご参加頂きありがとうございました。
入江幹事が優勝しました。

◇地区大会部分閲覧動画公開の案内が来ました。
後程メールを転送いたします。
注意！ 動画や画像のイメージ保存・転載、URLの
一般公開は控えて下さい。
◇国際ロータリー日本事務局
お知らせが来ました。

在宅勤務延長の

◇次週5月5日例会は休会です。
◇4/29
（木・祝）
緑の募金活動

中止

◇5/2 地域貢献事業「あつゴミ」中止
4/23持回り理事会承認
◇6/5

羽村環境フェスティバル 中止

◇5/12例会について
緊急事態宣言延長の場合は理事会にて協議します。

◇第14回理事会

例会後開催します。

◇希望の風募金ご協力お願いします。

・委員会報告
◇宮﨑次年度地区米山奨学委員
4/22 米山オリエンテーション始業式 報告
奨学生 盧さんは5月19日例会出席予定です。
◇佐藤社会奉仕委員長・次年度幹事
4/23 ロータリー財団地区補助金プロジェクト申請
クラブ面談
（Zoom）
報告
次年度委員会方針・計画
締切4/30 よろしくお願い致します。
次年度活動計画書
会員名簿の確認 締切5/7です。

・ニコニコＢＯＸ 乙部SAA会員
齋藤 文人会長
今月で入会9年となりました。遅くなりましたが在籍
お祝いありがとうございました。
舒さん本日も例会参加ありがとうございます。
会員の皆様 本日に例会も宜しくお願い致します。
木下 邦彦会員
先般の加藤さんを偲ぶ会を企画して頂きありがとう
ございました。
入江 誠一幹事
本日も皆様 よろしくお願いいたします。
佐藤 和義会員
本日のお弁当お届けが遅くなり申し訳ありません
でした。
本日の合計額

¥28,000

累計 ¥2,266,975

◇乙部会員
加藤さんの御着物、奥様から預かりました。
欲しい方はお店の方に見に来て下さい。

・クラブ協議会
◇佐藤 社会奉仕委員長
5/2 地域貢献事業「あつゴミ」
について

5月2日地域貢献事業「あつゴミ」
ロータリーデー中止
（延期）
報告書
2021年4月27日
東京福生ロータリークラブ
社会奉仕委員長 佐藤 和義
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言再
発令に伴い、残念ながら本事業は今年度開催を中
止
（次年度に延期）
と決定致しました。
ここまでの事
業報告を致します。
後援
協力

福生市・福生市教育委員会
福生市社会福祉協議会・福生市公園課・
福生市PTA連合会・FVAC・FCGONA・
福生こども食堂・カランバ・社会福祉法人
きょうされん・西友・美光印刷㈱・セブン
イレブンあきる野二宮店・㈱ミニモ・
石川酒造㈱・㈲冨田屋・㈲島崎保険サー
ビス・㈱くら蔵・東京福生ロータリークラブ
全会員
参加申し込み状況
約130名
（FCGONA・こども食堂・SNSより）
4月22日現在
事業進捗
当日の安全管理含めルートポイント、役割等
いつでも事業開始できる状態
延期日
未定
（新型コロナウイルス感染症次第になって
しまうが、今秋には開催したい）
開催時には次年度社会奉仕委員会メンバーと、
現委員会メンバーが主体となって行う
事業計画
今年度行うことを前提とした事業計画完成版を
作成中
（そのまま次年度へ）

委員長より
構想〜キックオフミーティングを始めたのはおよそ一
年半前。齋藤会長の強い思いを具現化するために
何度も協議し、市内協力団体も大変に親身になって
参加してくださいました。
こういったイベントは苦労が多い分、やり遂げた後の
一体感を創出でき、チームを一つにまとめ上げるの
に大変良い事業であるにもかかわらず、事業直前に
なって緊急事態宣言というなんとも不本意で、
しかし
致し方ない不完全燃焼という形で終えることになっ
たこと、正直悔しくて涙が出ました。事業が近づくに
つれ徐々に盛り上がってきた感もたくさんありました
ので悲しい限りですが、岡田会長エレクトまた次年度
山本社会奉仕委員長も延期という方向で了承いた
だけたので、
しっかりと前を向き事業計画書を完成さ
せ引き継ぎ致します。
本事業は2580地区からも注目され、米山奨学生や
大学生のボランティアの参加希望、
また福生市PTA
連合会をはじめとした地域の皆様からのボランティ
ア参加希望が本当に多かった状況です。地区では
大変良い事業なので、他地区にも推薦したい事業と
してもお声を頂いております。福生クラブと致しまし
ても、今後の継続事業の大きな核になっていくもの
として確信しております。今回このような結果となりま
したが、次回開催時にはさらにブラッシュアップして
地域のため、福生クラブの今後の発展に寄与するた
めに盛り上げていきたいと思っております。
最後に。中止（延期）
の連絡をしたとき、私には数名
の保護者の方から、GONAの篠田さんには参加希
望の子どもたちからとても楽しみにしていたので残念
だという声を多数いただきました。この声を裏切らな
いために、
これからも地域から注目され必要とされる
クラブであり続けるために、引き続き皆様のご協力よ
ろしくお願い致します。色々とご協力いただきましたメ
ンバーの皆様、
そして齋藤会長、本当にありがとうご
ざいました。

【齋藤会長より】
FC GONA篠田さんからの報告です。
「今日、子ども達に中止を伝えました。
ミンナ寂しそうに残念がってました。
一人の5年生は･･･
GWだから家族で出かけるのが決まってて
でも、
『あつゴミ』
があるから、僕だけ家族と別行動
して
『あつゴミ』
に行こうと思ってたんだ。
だから残念…
そんな話をしてくれました。
子ども達の心に十分に刺さってましたね。
次回やり甲斐があるってもんですね。
ぜひ、引き続きよろしくお願いします。」

◇齋藤 会長
6/5 羽村市環境フェスティバルについて

更となった為、第１３回理事会後の報告もあり、羽村
市議会議員の石居議員にご尽力を賜り、4/2(金)再
度、羽村市へ入江幹事とともに訪問しました。
・同席者
①石居 羽村市議会議員
②羽村市 産業環境部 環境保全課 神尾課長
③羽村市 産業環境部 環境保全課 吉岡係長
④羽村市商工会青年部 木下部長
⑤東京福生ロータリークラブ 齋藤会長
⑥東京福生ロータリークラブ 入江幹事

【羽村市環境フェスティバル報告書】
2021年4月28日
報告者：会長 齋藤 文人
◆「羽村市環境フェスティバル参加計画
（案）
」
2021年3月17日理事会上程
・開催日時：2021年6月5日
（土）
・開催場所：生涯学習センターゆとろぎ
・経緯：コロナウィルス感染防止（緊急事態宣言）
に
伴い、当クラブの例会も約２ケ月の休会を余儀なくさ
れる中で、
こんな時だからこそ、何か奉仕活動が出来
ないか？
検討の結果、齋藤会長と入江幹事で羽村市で子供
食堂のような事が出来ないか？
との事から、羽村市議会議員の石居議員にご尽力を
賜り、2/18(木)に齋藤会長、入江幹事、佐藤社会奉
仕委員長と羽村市の産業環境部（橋本部長）
をご
紹介して頂き、環境フェスティバルへの参加のお話
がございました。
・概要：
①羽村市環境フェスティバルの趣旨を理解し参加、
②お弁当配布
（子供無料・大人有料）
※大人お弁当の収入は羽村市に寄付、
③環境に良いお弁当容器の使用
・目的：
①羽村市環境フェスティバルの趣旨を理解し参加、
②羽村市に対する社会奉仕活動、
③東京福生ロータリークラブの公共イメージ向上
・予算：
２５０，
０００円
◆「羽村市環境フェスティバル参加計画
（変更案）
」
2021年4月28日例会・理事会報告予定が4/27
（ 火）
中止決定と連絡あり
・進捗報告：羽村市の担当者が移動に伴い担当者変

打合せ結果：お弁当販売は既に実行委員会にて羽
村市商工会青年部で行う事が決定されていたよう
で、環境に配慮したお弁当容器を羽村市が負担する
予定たったとの事です。
話し合いの結果、環境に配慮したお弁当容器を寄贈
し容器に東京福生RCのシールを貼る事と環境フェ
スティバル参加協力を行う事となりました。
残念ながら本年度は中止となりましたが、来年度開
催の時は羽村市産業環境部環境保全課より参加
協力をお願いされております。
次年度でお願いしたい事業でもあります。

◇4/21

地区研修協議会報告

・会長・幹事セッション
発表者：岡田会長エレクト

・オープン例会セッション
発表者：齋藤次年度会員増強委員長

・もっと元気になるためのセッション
発表者：鳥居次年度クラブ奉仕委員長

・クラブと例会のデジタル推進化セッション
発表者：杉本次年度SAA委員長

・点

鐘

齋藤会長

・コロナ禍救済活動セッション
発表者：山本仁次年度社会奉仕委員長

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
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