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2021.6.30 第2513回 例会《ロータリー親睦活動月間》

6月30日㈬
クラブ協議会
点鐘：12時30分～

退任挨拶（副幹事・副会長・幹事・会長）
ハイブリット形式

7月7日㈬
クラブ協議会
点鐘：12時30分～

就任挨拶（副幹事・副会長・幹事・会長）
ハイブリット形式

・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・お食事

・ロータリーソング
　「四つのテスト」   

・お客様紹介　齋藤会長
　

・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

　◇FCGONA　
　　篠田　直（しのだ　なお）様
　◇早稲田大学　大学院生　
　　　舒　浩璐（ショ  コウロ）様

　◇FCGONA　
　　篠田　直（しのだ　なお）様

・お客様ご挨拶

　◇早稲田大学　大学院生　
　　　舒　浩璐（ショ  コウロ）様

・点　鐘　齋藤会長

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

会 員 出 席 欠 席 免 除 出席率

 46名 42名 3名 1名 93.33%

出席報告 2021年6月30日

武藤さんお帰りなさい。
皆出席者23名です。記念品の贈呈は次年度7月に
行います。

・出席報告　宮﨑出席委員長

・会長報告

　◇片岡さんもお帰りなさい。お見舞をお渡しします。
　◇6/24　地区納めの会報告
　　山本地区副幹事・岡田地区委員・齋藤会長・
　　入江幹事　参加

　◇片岡さんもお帰りなさい。お見舞をお渡しします。
　◇6/24　地区納めの会報告
　　山本地区副幹事・岡田地区委員・齋藤会長・
　　入江幹事　参加
　◇東海大菅生高校　
　　選抜高校野球大会の支援金収支報告書と記念品
　　が届きました。回覧します。
　◇第16回理事会報告（議事録配布しました）
　◇西の風新聞　購読希望の方はお申込みください。
　◇片岡会員　挨拶

・幹事報告
　◇第2512回（6/23）配布しました。
　◇2021-22年度例会臨時変更が東京小平RC、
　　東京板橋RCから届きました。
　◇国際ロータリー日本事務局　
　　在宅勤務延長のお知らせが届きました。7/30まで
　◇東京RCより
　　「奉仕の道100年・奉仕の道　共に歩んだ仲間」
　　寄贈頂きました。
　◇Rの友事務所より「ロータリー日本100年史」を
　　発行します。希望の方は予約販売ですので、
　　申し出ください。
　◇例会後　次年度出席委員会・SAA委員会を開催
　　します。
　◇希望の風募金  ご協力お願いします。

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

　◇杉本次年度SAA委員長
　　駐車場の件　全面駐車できるようになりました。

　◇石川会員　
　　ホテル内覧できます。お帰りに見て下さい。

　◇岡田会長エレクト
　　・7/18（日）東京ワセダRC、東京ワセダRACを中心
　　 として新宿南口に献血バスを手配し献血会を
　　 行います。ご協力お願い致します。

・委員会報告

　◇鳥居会長ノミニーデジグネート・
　　次年度会員研修担当
　　・6/25　PNT報告
　　・入会3年未満の方々に向けたワークショップ
　　 7/8（木）16時～18時　登録：7/1（木）13時迄
　　 次年度岡田会長、佐藤幹事 例会場で参加します。
　　 参加者は次年度出席委員長に報告をお願いします。
　　・Zoomを活用したオンライン例会の始め方に関する
　　 講習会について
　　 7/8（木）18時～20時　
　　

　◇根岸次年度出席委員長
　　メークアップのお誘い    
　　次年度岡田会長・佐藤幹事（現会長・幹事・地区副
　　幹事共に）ご挨拶に行きます。
　　7/1（木）秋川RC、東京サマーランド　
　　スポーツクラブハウス内　例会場
　　7/6（火）青梅RC、新町御嶽神社社務所
　　（駐車場配慮で乗り合わせを検討中）
　　いかれる方は先方へ連絡しますのでお申し出ください。

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

　◇大山剛会員　退会挨拶

直前会長の大山です。
直前会長ですが、今期をもって、東京福生ロータ
リークラブを退会することにしました。退会後は、どち
らかのクラブに移籍したいと考えています。
昨年の3月に転居してから、例会参加もままならなく
なってしまい、他のクラブに移ろうかとも考えていま
したが、1年間ここにいたのは理事としての責務を全
うするためです。
昨年、私の会長年度では、ひとえに私の力不足の
ために寄付も補助金もやりたいことのほとんどを実
行することができず、会長の主力として掲げたロー
ターアクトクラブの創立すらできませんでした。
しかしながら、本年6月21日、東京麹町でローターア
クトクラブが承認、設立されました。こちらのクラブの
創立を手伝ってほしいと地区の仲間から頼まれ、企
画段階から参画させていただき、いろいろとお手伝
いをさせていただきました。反対などひとつもあるは
ずもなく実にあっさりと設立することができました。残
念ながら自クラブではありませんが、ひとつロータリ
アンとしての夢を叶えることができ、震えるほどの喜
びを噛み締めています。
私は、自利のために信念に背いたり、人をやっかん
だり、風見鶏のような生き方をしたくはありません。
二度とはない人生を考え、誰に忖度することもなく、
決して臆することなく、自分のやりたいことに挑戦す
る人生こそが良い人生だと思っているので、自分の
好きな人たち、尊敬できる人たちと、やりたいことを
思い切りやろうと思っています。
楽しさの形はいろいろあると思いますが、同一クラブ
内や飲み仲間に偏ることなく、本当の意味での、世
界中の「みんなのために」微力ながらも純粋な社会
貢献がしたい。
それが私の求めるロータリーの楽しさです。
クラブではいろいろと学ばせていただきました。
8年間ありがとうございました。

・ニコニコＢＯＸ　山本伸一SAA委員

　齋藤　文人会長　
　　FC　GONA代表　篠田様　ようこそお越しください
　　ました。地区補助金事業、あつゴミと引き続きお世話
　　になりますが宜しくお願い致します。
　　そして、いよいよ今年度の最終例会となりました。
　　会員の皆様、入江幹事、山縣さん、舒さんには大変
　　ご協力をいただき感謝しております。この一年出来
　　なかった事もありましたが、本当に楽しかったです。
　　「つなげようロータリーの輪・伝えようロータリアンの
　　  想い」～すべてはみんなのために～
　　1年間、ありがとうございました。
　入江　誠一幹事　
　　いよいよ2020-2021の最終例会となりました。
　　一年間メンバーの皆様　本当にありがとうござい
　　ました。
　山本仁志地区副幹事　
　　篠田様　ようこそ、これからよろしくお願いします。
　　会長幹事　1年間ありがとうございました。
　岡田　丈尋会員　
　　篠田さん、舒さん　ようこそ
　　齋藤会長、入江幹事　大変お疲れ様でした。
　佐藤　和義会員　
　　齋藤会長、入江幹事、山縣さん、皆様1年間本当に
　　お疲れ様でした。またお弁当でもお世話になり感謝
　　申し上げます。
　木下　邦彦会員　
　　齋藤会長　入江幹事さんには　この一年　大変
　　むずかしい判断をされクラブ運営に努力されお疲れ
　　さまでした。
　杉本　　直会員（青少年奉仕委員長）
　　会員の皆様、一年間ありがとうございました。
　　齋藤会長、入江幹事におきましては大変お疲れ様
　　でした。何事に対しても一生懸命に活動する姿に
　　感動致しました。また、退任に際し、ご丁寧なお手紙
　　をいただきありがとうございました。次年度も宜しく
　　お願い致します。

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

　木村　敦史会員　
　　齋藤会長、入江幹事　このコロナ禍で運営が難しい
　　中、とても楽しい愉しい例会をありがとうございました。
　　日本のいや世界中のロータリークラブの中で一番
　　頑張ったクラブだと思います。不完全燃焼だったら　
　　又会長して下さい。
　宮﨑　慶男会員　
　　20-21年度　会長　幹事　理事役員　会員の
　　みなさん1年間ありがとうございました。
　梶　　卓朗会員　
　　齋藤会長、入江幹事　一年間御苦労様でした。
　鳥居　徹也会員　
　　一年間　ありがとうございました。
　　齋藤会長、入江幹事　お疲れ様でした。
　貝塚　義博会員　
　　会長、幹事　1年間ご苦労様でした。特殊な1年
　　でしたが光ってましたよ。
　佐々木美之会員　
　　齋藤会長、入江幹事　1年間お疲れ様でした！
　　会員の皆様、次年度も宜しくお願い致します！！
　五十嵐　治会員　
　　一年間大変お疲れ様でした。
　加羽澤光輝会員　
　　齋藤会長、入江幹事　1年間おつかれ様でした。
　田村　勝彦会員　
　　1年間ご苦労様でした。
　窪嶋　　貴会員　
　　齋藤会長、入江幹事　一年間おつかれ様でした。
　　最高でした。
　富澤　浩史会員　
　　齋藤会長、入江幹事　一年間お疲れ様でした。
　高木　直哉会員　
　　役員の皆様　おつかれ様でした。
　石川彌八郎会員　
　　いよいよゲストハウス（酒蔵ホテル）が完成しました。
　　本日、例会後内覧できます。ご希望者はどうぞ。
　片岡　芳保会員　
　　退院祝っていただいてありがとうございます。
　村松　真治会員　
　　齋藤さん、入江さん　1年間　コロナ禍おつかれ様
　　でした。話楽しみにしています。
　　篠田様ようこそおいでいただきありがとうございます。
　　各委員会に皆様お疲れ様でした。
　米持　明子会員　
　　齋藤会長、入江幹事　1年間おつかれさまでした。
　　皆出席できました。ありがとうございました。

　山本　伸一会員　
　　齋藤会長　入江幹事　1年間おつかれ様でした。
　　1年間　皆出席できました。
　乙部　正幸会員　
　　会長、幹事　お疲れ様でした。
　武藤　寿信会員　
　　齋藤会長、入江幹事　1年間おつかれ様でした。
　　やっと横田基地の規制が緩和されまして今週から
　　例会復帰です。
　熊谷　　智会員　
　　一年間ありがとうございました。
　太田　泰之会員　
　　齋藤会長、入江幹事　2020-2021年度役員の
　　皆様一年間おつかれ様でした！

本日の合計額　¥227,000

累計 ¥2,856,725

・クラブ協議会
　退任挨拶
　　根岸　SAA委員長

　　貝塚　米山奨学・R財団委員長
　　（EREY達成しました）

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
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・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

　　佐藤　社会奉仕委員長・副幹事

2019年10月20日羽村市福祉祭りの会場にて
「カズ。次年度社会奉仕委員長をやってほしい」
「地域のために何かしたい」
「これからの福生ロータリークラブのために地区補
助金を申請しよう」
など、齋藤会長からアツい想いを聞いたその時から
すべては始まりました。
私は40歳までの間、福生青年会議所など、大人に
なってからの青春時代は人一倍アツく過ごしたの
で、その想いを理解するのに時間はかかりませんで
した。しかしこんな事業を手掛けるとは想像しており
ませんでしたので成功に収められるかどうか不安で
した。そんな中GONAの篠田君に色々と相談して、
私も全力で頑張ろうと進めてまいりました。

齋藤会長の想いに応えるために。

また仲間もノッてきてくれ、中盤から終盤にかけてい
い雰囲気で進めることが出来ました。
そして『あつゴミ』を開催することになりましたが、残
念ながら緊急事態宣言発令となり、中止（延期）の
判断をせざるを得なくなり、心から悲しく、悔しく、楽
しみにしていた子どもたちにどういう顔をすればいい
のかなという思いで一杯でした。しかし次年度岡田
会長に想いを伝えたところ、さらにブラッシュアップ
していい事業にしようというお声を頂きましたので、
大きな光が再度差し込み、また子どもたちの笑顔に
向かって進めることが出来そうです。また地区補助
金申請も通ったとのことで、齋藤年度、一年間にわ
たる社会奉仕活動はたくさんの種をまき、次年度に
向けてさらに素晴らしいスタートが切れることは言う
までもありません。
ひとえにこのような私を信じ、お任せして頂いた齋藤
会長の心の大きさ、またコロナ禍の中リアルの集ま
りにも、それが出来ずラインなどのやり取りでも、沢

山支えて頂いた委員会メンバーに心から感謝申し
上げます。そしてやはりGONAの篠田さん、福生子
ども食堂代表の厚谷さんには感謝してもしきれない
くらいの想いがありますが、次年度も一緒に地域の
ために活動できる機会があることに喜びを覚え、仲
間としても共に歩んでいきたいと思っております。
希望の風奨学金募金も、本当に大きな大きなお力
を頂き、過去最高の寄付金額が集まったのも皆様
のおかげです。「音の出ない募金」
今後ともよろしくお願いいたします。
最後に。
齋藤会長、入江幹事、山縣さん。一年間コロナに負
けず例会を開催し続けてくださったことに感謝申し
上げます。勇気がいったことであると尊敬の念をお
送りいたしたいと思います。
岡田年度では、様々なことを引き継いで、この福生
ロータリークラブの益々の発展に尽力していく所存
です。
皆さま引き続きどうぞよろしくお願い致します。
一年間本当にありがとうございました。
福生ロータリークラブは最高のクラブです。

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



副会長退任挨拶
クラブ奉仕委員長（会員研修担当）として炉辺会合
は、コロナ禍で中止となりました。
会員研修については、地区RLIの参加者を募りまし
たが、当クラブからは多くの会員に参加していただ
き、参加者からは有意義だったとの感想を多く聞い
ています。
大変良い研修ですので、次年度も積極的な参加を
お願いします。

地区青少年交換委員として
今年度、次年度と、世界的なコロナ禍により、交換
は中止となっていますが、次次年度の再開に向けて
準備は進められます。
なお、当クラブは受入生の今年度のホストクラブで
ありましたが、中止によりスライドしているので、次次
年度実施されればホストクラブをお願いされると思
います。
そうなった場合には、留学生を暖かく迎え入れてい
ただきたいと思うので、よろしくおねがいします。
 

・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

ナ禍で実際の数字の上でも、この1年間は、東京福
生ロータリークラブとして、分区内、いや地区内でも
大きくアピールができ、他クラブへのインパクトも与
える事ができたと思います。
とにかくメンバー同士がとても仲良く楽しい一年間
だったと思いますが、みなさま、いかがだったでしょう
か？
会長テーマの「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～　会長テーマそのも
のの一年間だったと私は思います。
今後、福生のようになろう！福生に負けるな！と、波動
が起これば、ロータリークラブとしての発展の大きな
一助になると確信しています。
私は、東京福生ロータリークラブの一員で本当に良
かった、齋藤年度の一員で本当に良かった！と心から
誇り高き事と思っています。
齋藤会長をはじめ、メンバーの皆さま本当にありがと
うございました。
心より感謝申し上げます。
また、いつも若 し々く笑顔の山縣さん
毎回の例会の事前準備や分区内、地区内、ガバ
ナー事務所との連携調整等、メンバー間へも細か
い所まで、お気遣いの神対応、本当にありがとうご
ざいました。
全ての事柄がスムーズに進めてこれたのも、山縣さ
んのお陰であります。
山縣さんがいてくれると安心していられました。
重ねて感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
最後になりますが
本年度から次年度の岡田会長、佐藤幹事体制にな
りますが、今後、東京福生ロータリークラブが発展す
る事=地域への奉仕の拡大につながる！と、改めて
決意し、私自身も、さらに成長して、生涯ロータリア
ンでいられるよう精進してまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
一年間、本当にありがとうございました。以上です。

退任挨拶　2021.6.30
改めまして、皆様こんにちは。
齋藤会長！
いよいよこの日が、来てしまいましたね・・・( ；∀；)
この一年を振り返って、まず一言で言うと
「とっても楽しく！あっという間の一年でした」
コロナ禍で、できない事も多くあった一年間ではあり
ましたが、これは日本だけでなく、世界の大難ですの
で、ロータリーだけでなく、別の団体や企業、個人に
渡り、同じく悔しい思いをしている人は、数限りない
と思います。
そんな中でも、やれる事を考え、率先してチャレンジ
してきたのが、東京福生ロータリークラブ齋藤年度
であったと確信しています。
ますは、メンバーの皆さま
この一年間、コロナ禍ではありましたが、齋藤会長
の想いへ、深いご理解を賜り、例会にもご参加くだ
さり誠にありがとうございました。心から感謝申し上
げます。
齋藤会長から幹事のお話を頂き、一言返事でお受
けしてから、役割について、時間、仕事を考え、自分
に務まるか、とても不安でしたが、運営にまつわる事
や、書類作成各セッションへの連絡の、ほぼすべて
に渡り事前準備や伝達を、齋藤会長にフォローして
頂きました。
退任の際に、よくお聞きする言葉に「幹事のお陰で
務まった」とありますが、そうではなく
「齋藤会長のお陰で幹事が務まった」と、言い切れ
ます！
私が、本日まで、なんとか幹事っぽくまっとうできたの
も齋藤会長のお陰であります。
コロナ禍が続く中、世界規模で直接的なコミュニ
ティを破壊し、人と人をつき離す中、感染予防へ最
善を尽くし、少しでも短時間でも、対面への挑戦を
続けられた信念も、会長としての覚悟を持ち、その
上で、役員の皆さまや会員皆さまの意見を、耳を傾
け、必ず吸い上げ、最終判断をする。
リーダーの要因の一つに、覚悟と決断と言われます
が、齋藤会長のメンバーへの思いやりや、先を見据
えた覚悟の判断力は「ピカ一」だと断言できます。
私にとって本当に勉強になった一年間でした。齋藤
会長本当にありがとうございました。
比らべ、指標の一つとして、今年度の会員拡大、出
席率、皆出席の凄さです。
昨年に比べて、拡大数8名で昨年の8倍。
出席率は10%強、皆出席は23名となんと約4倍！
ニコニコに関してはプラス130万円以上と同じコロ

　　岡田　クラブ奉仕委員長（会員研修担当）・副会長

　　入江　幹事

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

ナ禍で実際の数字の上でも、この1年間は、東京福
生ロータリークラブとして、分区内、いや地区内でも
大きくアピールができ、他クラブへのインパクトも与
える事ができたと思います。
とにかくメンバー同士がとても仲良く楽しい一年間
だったと思いますが、みなさま、いかがだったでしょう
か？
会長テーマの「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～　会長テーマそのも
のの一年間だったと私は思います。
今後、福生のようになろう！福生に負けるな！と、波動
が起これば、ロータリークラブとしての発展の大きな
一助になると確信しています。
私は、東京福生ロータリークラブの一員で本当に良
かった、齋藤年度の一員で本当に良かった！と心から
誇り高き事と思っています。
齋藤会長をはじめ、メンバーの皆さま本当にありがと
うございました。
心より感謝申し上げます。
また、いつも若 し々く笑顔の山縣さん
毎回の例会の事前準備や分区内、地区内、ガバ
ナー事務所との連携調整等、メンバー間へも細か
い所まで、お気遣いの神対応、本当にありがとうご
ざいました。
全ての事柄がスムーズに進めてこれたのも、山縣さ
んのお陰であります。
山縣さんがいてくれると安心していられました。
重ねて感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
最後になりますが
本年度から次年度の岡田会長、佐藤幹事体制にな
りますが、今後、東京福生ロータリークラブが発展す
る事=地域への奉仕の拡大につながる！と、改めて
決意し、私自身も、さらに成長して、生涯ロータリア
ンでいられるよう精進してまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
一年間、本当にありがとうございました。以上です。

退任挨拶　2021.6.30
改めまして、皆様こんにちは。
齋藤会長！
いよいよこの日が、来てしまいましたね・・・( ；∀；)
この一年を振り返って、まず一言で言うと
「とっても楽しく！あっという間の一年でした」
コロナ禍で、できない事も多くあった一年間ではあり
ましたが、これは日本だけでなく、世界の大難ですの
で、ロータリーだけでなく、別の団体や企業、個人に
渡り、同じく悔しい思いをしている人は、数限りない
と思います。
そんな中でも、やれる事を考え、率先してチャレンジ
してきたのが、東京福生ロータリークラブ齋藤年度
であったと確信しています。
ますは、メンバーの皆さま
この一年間、コロナ禍ではありましたが、齋藤会長
の想いへ、深いご理解を賜り、例会にもご参加くだ
さり誠にありがとうございました。心から感謝申し上
げます。
齋藤会長から幹事のお話を頂き、一言返事でお受
けしてから、役割について、時間、仕事を考え、自分
に務まるか、とても不安でしたが、運営にまつわる事
や、書類作成各セッションへの連絡の、ほぼすべて
に渡り事前準備や伝達を、齋藤会長にフォローして
頂きました。
退任の際に、よくお聞きする言葉に「幹事のお陰で
務まった」とありますが、そうではなく
「齋藤会長のお陰で幹事が務まった」と、言い切れ
ます！
私が、本日まで、なんとか幹事っぽくまっとうできたの
も齋藤会長のお陰であります。
コロナ禍が続く中、世界規模で直接的なコミュニ
ティを破壊し、人と人をつき離す中、感染予防へ最
善を尽くし、少しでも短時間でも、対面への挑戦を
続けられた信念も、会長としての覚悟を持ち、その
上で、役員の皆さまや会員皆さまの意見を、耳を傾
け、必ず吸い上げ、最終判断をする。
リーダーの要因の一つに、覚悟と決断と言われます
が、齋藤会長のメンバーへの思いやりや、先を見据
えた覚悟の判断力は「ピカ一」だと断言できます。
私にとって本当に勉強になった一年間でした。齋藤
会長本当にありがとうございました。
比らべ、指標の一つとして、今年度の会員拡大、出
席率、皆出席の凄さです。
昨年に比べて、拡大数8名で昨年の8倍。
出席率は10%強、皆出席は23名となんと約4倍！
ニコニコに関してはプラス130万円以上と同じコロ

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

　　齋藤　会長（公共イメージ向上委員） でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金



・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
（屏東県獅子郷保健センターがメディカルツアー専
用車　寄付）
◆東海大菅生高等学校　
・センバツ出場お祝い寄付金贈呈　４５０，０００円
◆福生子ども食堂　
・寄付金贈呈（卓話及びロータリーデー協力により）
　１００，０００円

【出席について】
　平均出席率　89.89％　
　6月までの皆出席者　23名
 コロナ禍ではありましたが、素晴らしい出席率でした。

最後に・・・
前期の半年間は休会はありませんでしたが、福生七
夕まつり、二市一町の福祉まつりが中止となり、社
会奉仕活動が例年のようには行えませんでした。
後期になり、緊急事態宣言にと伴い１/20～3/3迄
の７回の例会が休会となりました。

「出来ないなら、出来る事を考え行動する」を後期に
入り、考え行動に移して参りました
がコロナの影響で中止が相次いだ事は残念でした
が、次年度以降の東京福生ロータリークラブが更に
「クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕」と
発展することを願っています。

本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。

【6月30日：第2513回例会：会長退任挨拶】
それでは2020-2021年度の東京福生ロータリーク
ラブ会長退任挨拶をさせていただきます。

本年度の会長テーマ「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～
のもと、５つの【計画（重点目標）】を掲げ活動して
参りました。
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）
2. 公共イメージの向上
3. クラブ内の職業奉仕
4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問
1. 会員増強・退会防止（純増５名目標）について
◆新入会員入会：８名（４０名スタートから４８名）
・7/1入会式：太田泰之、山本伸一、米持明子会員
　　　　　 （３名）
・8/5入会式：富澤浩史　会員（１名）
・8/26入会式：高木直哉　会員（１名）
・3/10入会式：青木誠一　会員（１名）
・3/31入会式：関口　敬　会員（１名）
・6/9入会式：武藤政義　会員（１名）

◆退会者：５名
・12/31退会：藤本　浩会員（１名）青木誠一会員と
交代（青梅信用金庫転勤に伴い）
・2/8退会：加藤　勇会員（１名）ご逝去され本当に
残念なことでした。
・6/30山田会員、小山田会員、大山会員（３名）
残念ながら純増は３名で目標の５名とはなりません

でしたが、新しい仲間が８名も入会していただけた
事は大変嬉しく思います。

2. 公共イメージの向上について
◆本年度、当クラブでは「公共イメージ向上委員
会」はもうけておりませんでしたが、会報・HP委員会
及び事務局のご協力のもと、以下の取り組みを行
いました。
・福生市HPへ　バナー広告掲載（７月と１月の２ケ
月間）
・ＨＰ掲載の精査
・ＨPロゴを地区推奨へ変更
・Facebookのアップ（約１００回）※2021年6月30
日時点
・Facebookプロフィール写真を地区推奨ロゴへ変
更
・クラブ旗を地区推奨へ変更
◆以下は社会奉仕委員会が中心となり計画しまし
たがコロナの影響で全て中止になりました
①羽村市　緑の募金（4/29予定）羽村動物公園に
て中止となりました
②地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミ】（5/2）
中止となりました
③羽村市環境フェスティバル参加協力（6/5）中止
となりました
特に地域貢献事業（ロータリーデー）あつゴミは１年
越しの計画でしたので残念ではありましたが、次年
度の12/5開催となりましたので楽しみにしています
◆木村会員に寄付をいただき
①西多摩医師会へ寄贈（6/9）マスク2,000枚・防
護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
・部会の発足（以下の５部会）

①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　３００，０００円
・会員寄付　１０，０００円×４５名＝　４５０，０００
円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
・宮﨑 米山奨学・R財団 副委員長　１００，０００円
・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金
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・点　鐘　齋藤会長

・鳳山RC　申請（姉妹クラブ）　２，０００＄（東京福
生RC寄付）
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最後に・・・
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本日で最後となりますが、各委員長の皆様、入江幹
事、山縣さん、舒　浩璐（ショ　コウロ）さんには、別
途、感謝の気持ちのお手紙を書かせて頂きました。

会員の皆様のにも大変ご協力をいただき感謝して
おります。

この１年　出来なかった事もありましたが、本当に楽
しかったです。

「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、東京福生ロータリークラブ第５２代会長挨拶
とさせて頂きます。
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護服100着
西多摩新聞、西の風新聞のメディアに掲載もされま
した
社会奉仕活動の計画及び実践、そして例会の充
実、会員との親睦が図れたと思いますし、公共イメー
ジ向上に繋がっているかと思います

3. クラブ内の職業奉仕
コロナ禍で大変な業種の会員も多数いる事を踏ま
え、佐々木職業奉仕委員長が中心となりクラブ内職
業奉仕を推進しました。
・会員相互で仕事の協力を行う
・各会員の仕事内容PRの冊子作成及び配布（HP
会員専用ページにも掲載）
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①建築土木・不動産　部会
②金融・法律・保険　部会
③サービス業　部会
④自動車・製造業　部会
⑤飲食業　部会
※各部会会議３回開催・部会全体報告会１回開催
※クラブ内職業奉仕により、会員相互の仕事の協
力等の成果が出てきています。
・会員卓話（自身の職業について）
各部会のだい代表者５名に卓話をして頂きました。

4. ロータリー財団補助金を活用した事業の企画 
   及び申請
佐藤社会奉仕委員長が中心となり、予定者の段階
から協議を重ね申請を行う事が出来ました。
プロジェクト名：「ロータリーパークで子どもたちに最
高の笑顔を！」
地区補助金委員会面談日：４／２３（金）１４：００～
リモート（Zoom）にて佐藤社会奉仕委員長参加
６／９（水）に地区補助金委員会より推薦して頂い
たとの報告もあり、ロータリー財団本部の審査待ち
となっておりましたが、審査が無事に通り次年度開
催となりました

5. 鳳山ロータリークラブ公式訪問について
姉妹クラブである台湾の鳳山ロータリークラブ創立
６０周年式典へ訪問の為、木村国際奉仕委員長が
中心となり、予定者の段階から準備を進めてきた
が、約２５名で訪問予定だったがコロナ禍の為、訪
問中止としました。
・舒　浩璐（ショ　コウロ）さんにもご協力を頂き、お
祝いメッセージ、お祝映像、お祝品を送りました。
他にも

【報告事項】
◆加藤勇会員の偲ぶ会を（4/14例会）開催させて
頂く事が出来ました。
加藤会員には大変良くして頂きました感謝しており
ます。
映像DVDを作成し、令夫人の文子様、多摩分区各
クラブ、台湾・鳳山RCへ会報と共に送付させて頂き
ました。文子さんにも喜んでもらえたと思います。

【コロナ感染防止対応について】
◆検温、消毒、マスク装着

◆例会席次スクール形式
◆食事お弁当
◆ハイブリット例会形式
◆サーマルカメラ設置
◆演台アクリル板設置
◆次亜塩素酸（空間除菌消臭機）設置（２台）
【親睦旅行について】
昨年の１０月４日(日)～５日（月）に１回目の親睦旅
行「会員１８名・事務局山縣さんの１９名」で開催で
きた事は良かったですが、６月１３日（日）～１４日
（月）の第２回目は緊急事態宣言中の為、中止とな
り武藤会員へのクラブ内職業奉仕を果たすことが
出来ませんでしたので、今年は有志旅行を改めて
計画し武藤会員へ依頼したいと思っております

【寄付金について】
◆R財団寄付
・齋藤　会長（個人寄付）　１，０００＄
・貝塚 米山奨学・R財団委員長（個人寄付）　１，０
００＄
・会員寄付　１８０＄×４５名＝　８，１００＄＋４５０＄
合計：１０，５５０＄　
※地区のR財団寄付の目標が ２３０＄／人　達成
　※EREY達成
◆米山奨学金寄付
・齋藤 会長（個人寄付）　２００，０００円
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円
合計：９５０，０００円
※地区の米山奨学 普通寄付の目標が ２０，０００
円／人　達成
◆希望の風奨学金寄付
・佐藤社会奉仕委員長（個人寄付）　５０，０００円
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・例会時募金寄付（５月末時点）１５０，０００円
・クラブ寄付　１００，０００円
（4/7橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会副会長による卓話記念）
合計：４３０，０００円
◆米山梅吉記念館寄付
・2020年10月4日　親睦旅行にて訪問時　１００，０
００円
◆グローバル補助金


