●友好クラブ
韓国・龍仁ロータリークラブ
国際ロータリー第 3600 地区
台湾・台中文心ロータリークラブ
国際ロータリー第 3461 地区
●姉妹クラブ

第 2078 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

６月 22 日 №37
会 長 佐々木 敏尚

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 小崎 直利

会長挨拶

佐々木
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敏尚

１年間、会長を務めさせていただきまして、

終了し、感染者数が減少している状況でした。

誠に有り難うございました。会長のバトンを田

その頃は、まさか何度も緊急事態宣言が出され

後エレクトにお渡しできるということで、今は

るとは思ってもいませんでしたが、年末から年

ホッとしております。

始にかけて感染者数が急増し、2021 年 1 月 8 日

本日は本来であれば、夜間例会でビールや焼

から 3 月 21 日まで、2 回目の緊急事態宣言が出

酎を飲みながら談笑したいところでしたが、残

されたことにより、１月からは例会の取り止め

念ながら相模原市も、まん延防止等重点措置の

が続き、2 月から 3 月にかけては完全オンライ

適用が続いておりますので、アルコール無しで

ン例会を実施することになりました。

の最終例会となりました。
振り返るとこの 1 年は、コロナに振り回され
た 1 年でした。
今年度が始まった昨年の 7 月は、1 回目の緊
急事態宣言（2020 年 4 月 7 日～5 月 25 日）が

今年度の例会は、もともと４４回を予定して
いましたが、例会取りやめが 7 回、完全オンラ
インが 5 回、移動例会（奉仕活動）が１回、ハ
イブリッドを含む例会場での例会が 31 回という
異例の一年となりました。

＜次ページへ＞

今年度はコロナ感染対策を行ないながら、でき

しばらくの間お休みとおっしゃっていますので、

る限り例会を継続して開催することを目指してま

どこかでお会いした際には、早く戻ってきてくだ

いりましたが、
例会の予定が急に変更になったり、

さい、とお声がけ頂ければと思います。

Zoom で例会に参加できると申し上げながら、接続

本日の最終例会はアルコールもなく、金沢会員

が切れたり音声が途切れたり、トラブル続きの１

も退会するし、何となく淋しい最終例会となって

年だったかと思います。

しまいましたが、敦煌さんにはいつもよりも、ち

会員皆様には大変なご迷惑をおかけしましたが、 ょっと豪華な料理をお出しいただく予定ですので、
皆様の温かいご協力のお陰で、何とか１年を終え

おいしい料理で英気を養って、来月からまた新し

ることができました。改めて会員皆様に厚く御礼

い気持ちで新年度を迎えたいと思います。

を申し上げます。有り難うございました！
尚、とても残念なお知らせですが、今年度奉仕
委員長としてもご活躍頂いておりました金沢会員
から退会届が提出され、先週の理事会で受理され

拙い会長でしたが、１年間ご協力をいただきま
して、誠に有り難うございました！
以上をもちまして、今年度最後の会長挨拶とさ
せて頂きます。

ました。金沢会員は先週、今週と欠席されたまま
退会ということになってしまいましたが、金沢会
員からは会員皆様への退会のご挨拶状をお預かり
し、スマイルも頂きましたので、ここで代読させ
て頂きます。

●佐々木会長、小崎幹事
皆さん、こんにちは！本日で 2020～2021 年度
の最終例会となります。新型コロナウィルス感

佐々木会長・小崎幹事、相模原中 RC 皆様へ

染拡大の影響により、予定が中止・変更・延期

この度、私、金沢は暫くの間クラブ活動をお

など翻弄されっぱなしの１年間でした。会員皆

休みさせて頂くよう、退会届を提出し、過日理

さんに支えて頂き大変感謝しております。１年

事会にて受理されました。

間お疲れ様でございました。

新型コロナの蔓延をきっかけに弊社の業績

●永保 固紀会員

が悪化しており、当面は急な回復も期待できそ

会長・幹事始め理事役員の皆様、一年間ご苦労

うもなく、こういう判断となりました。

様でした。

本来ですと、最終例会にて皆様の前でご挨拶

●黛 裕治会員

をするべきとは考えますが、心中を察して頂き

佐々木会長、小崎幹事、一年間大変お疲れ様で

勝手ではありますが、ご容赦を願えればと思い

した。皆、健康で良かったですね。

ます。

●川合 貞義会員

17 年間の在籍中には大変お世話になりまし

一年間、例会を楽しく過ごさせて頂きました。

た。会長時代の市内施設や東北被災地へのセラ

会長始め役員の皆様、ご苦労様でした。次年度

ピー犬派遣、多様な支援での 8 回に及ぶフィリ

の田後会長、阪西幹事、体に気をつけてご指導

ピン訪問と現地 RC メンバーとの交流。ガバナ

よろしくお願いします。

ー補佐も経験させて頂き、充実したロータリー
ライフを送ることができました。

●小野 孝会員
会長、幹事始め理事・役員の方々、一年間ご苦

ロータリーを離れても、今まで築いた関係を
活用し、一個人としても社会貢献活動は続けて
いく所存です。

労さんでした。また一年間お世話になり、あり
がとうございました。
●甲斐 美利会員

長年におけるご厚意に感謝申し上げると共

①佐々木会長、小崎幹事始め皆さん、一年間お世

に、中クラブの益々の発展を祈念しております。

話になりました。ありがとうございました。

令和 3 年 6 月 22 日

金沢 邦光

➁次年度も宜しくお願いします。

●丸子 勝基会員

●中里 和男会員

今年度最終例会ですね。佐々木会長、小崎幹事

会長、幹事、理事役員の皆様、一年間ご苦労様

理事役員の皆様、お疲れ様でした。そして有難

でした。

うございました。コロナ禍の歴史に残る一年を
ハイブリット、リモート例会で荒波を乗り越え、
本日無事に最終例会を迎えられたこと、お祝い

●横溝 志華会員
佐々木会長、小崎幹事、一年間お疲れ様でした。
●櫻内 康裕会員、冣住 悦子会員、河野 孝会員

申し上げます。

会長・幹事、コロナ禍の中、一年間お疲れ様で

●藤本 恵介会員

した。Zoom、ハイブリット例会も上手くいきま

①佐々木会長、小崎幹事、コロナ禍の大変な一年、

したね。次年度もよろしくお願いします。

お疲れ様でした。

●大井 達会員

➁人力車の奉仕活動、とても良かったですね。

佐々木会長、小崎幹事、一年間お疲れ様でした。

●田後 隆二会員

予想だにしない一年間、本当にご苦労様でした。

①佐々木会長、小崎幹事、一年間お疲れ様でした。
➁次年度、よろしくお願いします。
●阪西 貴子会員

●諸隈 武会員
佐々木会長、小崎幹事、一年間お疲れ様でした。
●阿部 毅会員

①本日は今年度の最終例会ということで、佐々木

大変お世話様でした。最終例会、楽しい会食に

会長、小崎幹事、大変お疲れ様でした。様々な

しましょう！ 佐々木会長、小崎幹事の一年間

ご配慮ありがとうございました。

を労って。

➁私は次年度幹事になりますので、皆様、どうぞ
よろしくお願い致します。

今年度のスマイル累計額
５９１，２００円

報告事項

例会記録

１．第２７８０地区ガバナー事務所より

点

鐘

１２時３０分

①次年度 2021～22 年度地区ロータリー財団セミ

場

所

「敦煌」

ナー及び補助金管理セミナーのご案内

司

会

豊岡 淳ＳＡＡ

ロータリー財団セミナーは、
「ロータリー財団

斉

唱

ロータリーソング

への理解」を深めることを目的に開催致します。

「それでこそロータリー」

会場へ参加頂く人数は、各クラブ１名に制限さ
せて頂きます。補助金管理セミナーはグローバ
ル補助金の申請予定のクラブのみとなります。
日時：7 月 17 日（土）13:00～15:00 場所：ア
イクロス湘南（藤沢）対象者：次年度会長、次
年度ロータリー財団委員長のいずれか１名
②次年度クラブ活性化ワークショップ開催ご案内

出席報告
会

員

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

２７名

２４名

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(6/8)

０名

１００％

９６．１５％

ロータリーの戦略計画を実現する上で、会員増
強、公共イメージ、ロータリー財団がどのよう

＜ロータリーミニ情報＞

に関連しているかを学ぶ研修として、開催させ

「２０２１～２２年度ロータリーの友

て頂きます。

新企画」

（ロータリーの友６月号より抜粋）

日時：7 月 31 日（土）12:30～17:00 場所：藤

〇ガイ散策

沢商工会館ミナパーク 出席対象者：会長エレ

今年度はコミックで、「ポール・ハリスとロータリー」を

クトは対面でご出席下さい。クラブ研修委員長、

を企画・連載しましたが、次年度は１９１６年に発行さ

会員増強委員長、ロータリー財団委員長、公共

れたガイ・ガンディカー著「A Talking Knowledge of

イメージ委員長は、You Tube でのライブ配信

Rotary（ロータリー通解）」を基に、鈴木一作さんに

中継を視聴予定。

よる「ロータリーの基本的な話」を１年間にわたり掲載
します。この本をご存知の方は、どのくらいいるでしょ

２．相模原南ＲＣより、例会場変更のお知らせ
７月より「レンブラントホテル東京町田」にて。

うか？ 導入部は、コミカルなコミック仕立てです。
興味を持って読んでいただけましたら幸いです。
〇ロータリー俳壇・歌壇・柳壇

例会プログラム
７月 ６日新年度第１回例会
「新年度のご挨拶」会長、幹事
定例理事役員会
１３日クラブ協議会「今年度活動に向けて」
担当：会長、各委員長

選人が変わります。新しい選人は、落語家の三遊亭
白鳥さん。7 月から歌壇のみ、オンライン投句も受付

〇すずちゃんの Just say Cheese！
“すずちゃん”こと、鈴木知子さんは横浜を拠点に活
動し、写真に関する書籍の執筆や写真セミナーの講
師としても活躍中。カメラの使い方、撮影のイロハを
紹介します。

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：阿部
毅 副委員長：河野
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

