
長い梅雨が明け、セミの声で目覚める暑い夏がやってまいりまし

た。当初、暑くなれば新型コロナウイルスの感染も収まるのではな

いかとも言われておりましたが、全くその気配は見せず、逆に感染

拡大の波が大きくなっております。この暑さの中、マスクをするのが

息苦しいですが、感染予防と熱中症対策、両方に気をつけていき

ましょう。また、感染拡大の状況によっては、急遽、例会を休会に

する等の措置も考えられますので、例会の運営に関しましては、流

動的になってしまう旨、お許し下さい。

今日は例会後のクラブ協議会にて、櫻井年度の決算報告がなさ

れます。無事に前年度から引き継がせていただく繰越金がかたまり

ました。もともとは皆様の会費ですから、しっかりと理事会や委員会

で審議した上で、有効に活用させていただきたいと思っております。

先週、先々週と、例会はありませんでしたが、奉仕プロジェクト委

員会でランチＭＴＧを開催し、今年度の奉仕活動について話し合

いました。内容については、追って報告があるかと存じますので、詳

細な報告は避けますが、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少

年奉仕について、それぞれの委員長を中心に、「新しい風を起こ

そう」というテーマで、話し合いをスタートしていただいております。

皆様ももし、何かこういう支援をしたいという要望があれば、おっしゃっ

ていただけると幸いでございます。ちなみに、少しだけ例を挙げま

すと、職業奉仕の方で、会員の皆様の職業について紹介する冊子

を作成しようという案がでました。先日、商工会議所の月刊誌で、

観音寺の敷地に、齋藤由紀さんが代表となって、納骨堂を完成さ

せたという記事を拝見しました。そういった会員の皆様の事業に関

し、共有できるツールがあると、お互い、仕事に結びつくかと思いま

すので、私はいい企画だなと思いました。是非、実現させてほしい

と思います。

また、今後、９月１日の例会には、東葛フードバンクの代表の方、

９月１５日の例会には、ふれ合い訪問を運営されている地区社協の

会長、１０月２０日には、重症心身障害児者施設の光陽園の園長

（状況次第）に例会にお越しいただき、卓話をしていただく予定で

す。ふれ合い訪問では、支援のあり方について、会員間で意見の

相違があるのも事実なので、活動の内容についてお話いただき、先

方のニーズや、支援のあり方などを再確認できればと思っておりま

す。是非、予定を調整して、卓話を聞いていただけると幸いでござ

います。

話は変わりますが、前回の会長挨拶及び本日の回覧にもあります

が、次年度、地区のグループ再編成が行われます。それとともに、

今まで、ガバナー補佐は、輪番制で、地区内のクラブが順番にガ

バナー補佐を選んでいたのですが、今後は、ガバナーがガバナー

補佐を任命する指名制にかわります。ガバナー事務所より、各クラ

ブ内でガバナー補佐を推薦したい場合は、８月２０日までに連絡す

るよう通知がきております。もし、立候補もしくは推薦したい方がいる

場合は、別途お申し出ください。

さて、８月は、会員増強推進月間です。このコロナ禍の中、会員

増強は難しいかもしれません。しかしながら、このコロナ禍の中だか

らこそ、奉仕活動をしたいという方もたくさんいらっしゃるかもしれま

せん。

今日皆様にお配りしたものは、

ガバナー事務所からの会員増強

に関する案内です。マイロータリー

の中には、会員増強の際に活用

できる資料がたくさんありますので、

是非、資料を活用し、会員増強

につなげていただければと思いま

す。まだ、マイロータリーに登録さ

れていない方は、是非、ご登録の

ほど、よろしくお願いいたします。

以上、本日の挨拶とさせていた

だきます。
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第４１代会長 浅野繁 幹事 竹村隆一郎第４１代会長 浅野繁 幹事 竹村隆一郎
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２０２０－２０２１ 浅野年度スローガン

～ 新しい風を感じよう ～

会員増強・新クラブ結成
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会員増強・新クラブ結成

推進月間



浅野 了 浅野 繁 麻生修平 荒木知太朗 池田 孝
井畑和士 今井 昇 大内 啓 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
神 正臣 關口和行 髙橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
森 秀樹 森 三枝 八木和男 山川真哉 山口修代

山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀
ゲスト／張 暁芳 様

欠席者 出席者 出席免除者

委員会報告

米山記念奨学会委員長 中島恵里会員

先日会合が開かれました。コロナ禍の影響もあり寄付
金が少ない状況にあります。留学生からの一言もあり、
張さんが一番上手でした。

●８月ロータリーレート 1ドル＝10５円

●上期会費納入の期限が７月末となっております。

未納の方は振込をお願いします。

今後の予定
８月１１日(火) 祝日休会

８月１８日(火) 通常例会 （ザ・クレストホテル柏）

８月２５日(火) 夜間例会 （まんりょう）※予定

例会出席報告

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか

例会欠席の場合は、前週金曜日までに

必ず事務局へ連絡をお願いします。

（ ＴＥＬ／ＦＡＸ／Ｅ－ｍａｉｌ／ＬＩＮＥ ）

本日の卓話

片岡 達生 会員

保育園とこども園のことに

加え、世界の制度と比較

した上で当地域における

理想とする園の姿につい

てお話し頂きました。

ワンコイン ８月４日 ９，０４９円
ニコニコ 累計 ２８，０９７円

幹事報告

本日のゲスト

ロータリー財団委員長 戸部謹爾会員

９月１２日に研修会の予定があります。参加者枠
が若干ありますので、興味のある方は是非ご参
加ください。

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 ％

８月４日 ３９ ２７ ２ ７３．０

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

創立４０周年記念式典実行委員会 小林亘会員

その節はお世話になりました。決算が出ましたので改
めて紙面で提示させていただきます。記念誌は本日
配布させていただいております。

お祝い事

会員誕生日 山口修代 山崎康弘

アニバーサリー 髙橋薫 山本昭彦

張 暁芳様（米山奨学生）


