
 

  

 
 

新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が発出されて３週間、

未だ収束の兆しが見えませんが会員の皆様いかがお過ごしでしょか。 

地区内では、ほぼ例会を中止するクラブが多数との情報があります。我がク

ラブにおきましては、19日の理事会で宣言中もZOOMでの例会を開催する方

向での決議がなされました。尚、IT 委員会では万全の態勢で例会をフォ

ローアップしますので全会員の皆様のご参加よろしくお願い致します。 

 本日の例会テ-マは、コロナ禍ではありますが「下半期について」各理事

の発表があります。   

最後にいつも通り、“見つめ直そうロータリークラブの在り方” 

  「全員で栄光ある原点回帰へ」  

 リモートですが、よりリアルな例会を体感しましょう。時節柄ご自愛く

ださい。  以上  

 

                                                
 

1. 国際ロータリー日本事務局より、増渕 明会員に領収書と飛田美佐子会

員に「ポールハリスフェローの認証状とバッチ」が届きました。事務

局にて保管し、定例会場にてお渡し致します。 

2. 川口モーニングRC 田村パストガバナーより、「第28回アイメイト(盲

導犬)寄付チャリティゴルフ大会のご案内」が届きました。 

 ・日時 4月5日(月)   

 ・場所 プレステージカントリークラブ 東西コース 

 ・会費 1名7,000円(寄付金含む)   

 ・締切り 2月末日  

 当クラブへは2組の参加の依頼が参っております。 

3. 蓮田ロータリークラブより「創立50周年記念チャリティゴルフ大会」
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 のご案内が届きました。 

 ・日時 4月7日(水)   

 ・場所 プレステージカントリークラブ  

 ・会費 1名5,000円   

 ・締切り 2月末日   

 いずれも申込書をFAXさせて頂きます。 

4. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま 250号」

がメールにて、届きました。後日回覧致します。 

5. 第4グループ各クラブより1月の例会が中止の案内

が届きました。但し大宮西RCのみZOOM例会となり

ます。 

6. 我がクラブの次回の例会2月2日(火)もZOOM例会と

致します。内容については、追ってご連絡させて

頂きますが、現在のところ米山奨学生のジャム・

ヤン君の卓話となっております。 

 

 

 

◆遠藤光治公共イメージ担当理事 

 ・会報 広報委員長 

 皆さんこんにちは。今日

からリモートでの例会が始

まりますが、それに先駆け

てこのZOOMの例会の場合

は、中々録音もそうです

が、写真も今の所、うまく

できませんので、理事の皆

さんの発表して頂いた内容は、原稿を事務局へメール

なりFAXにて提出して頂きます様、お願い致します。

無い場合は掲載されない事も有りますので、ご了承下

さい。 

 

 
 

◆阿津澤 清管理運営担当委員会理事  

 下期になって、リモート

の例会がやっと行える様に

なりました。ＩＴ委員会の

皆さん、有難うございま

す。先ず「3月に予定してい

た親睦旅行は、新型コロナ

ウイルスの緊急事態宣言発

令により、延期致しました。次に誕生・結婚祝いは、

リアルの例会が行えない場合は、直接本人に届ける様

な形をとります。特に結婚祝いについては、現在は郵

便局から「季節の果物」を送らせて頂いております。  

◆遠藤光治公共イメージ委員会担当理事 

 公共イメージ委員会では

地域社会に於いてロータ

リーの魅力を発信してロー

タリーを理解して頂く活動

で、今年度はRI会長テーマ

である、「ロータリーは機

会の扉を開く」で有ります

が、コロナの発生によりロータリー活動が停止状態が

続くことが予想されています、残念ではありますが、

今年度加藤年度では静かに自粛してコロナが通りすぎ

るのを待つしかないので有ります。 
 

 会報・広報委員会ですが新型コロナウイルス感染緊

急事態宣言の発令中は理事会・例会はZOOMになります

ので週報作りは事務局の西村さんには色々と考えて

作って頂きます。担当され発表された原稿は早めに

（木曜日）事務局の方へ送ってください。 

 発表された原稿の内容は箇条書きでも結構ですから

お願いします。 

もし原稿が無い場合は週報に乗せられないこともあり

ます。 

皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

◆丹野寿明奉仕プロジェクト委員会担当理事 

 奉仕プロジェクトとし

ては、後期には特にこれ

と云った行事は予定して

おりません。中でも上期

に補助金事業を活用して

「児童養護施設いわつ

き」の子供達をバスにて東武動物公園へ連れていく事

が出来て何より、子供達や職員もコロナ禍で何処へも

出られない状況でしたので、何事も無く無事に行えた

事は良かったと思います。 

 国際奉仕もこの様な状況なので、何か良い事があれ

ばご意見を出して頂きたいと思います。 

 

◆小宮 勇青少年奉仕委員会担当理事 

皆様こんにちは、前

期で報告させて頂きま

したように後期の活動

はコロナの影響によ

り、例会活動が大分制

限があり,青少年委員会

としましては加藤和正

委員会報告  
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 委員長はじめ委員の皆様と共に力を合わせ、後期活動

は青少年育成に奉仕活動をしていきたいと思っていま

す。先ずは今まで通りの例会活動が早く出来ることを

望みたいと思います。今日はズーム例会でありますの

で中里会員も事務所に来て頂いて参加しております。

ＩＴ委員会の皆様方大変ご苦労様でした。 

 

◆菊地和彦ロータリー財団・米山委員会担当理事 

皆さん、こんにちは。 

ロータリー財団及び米山につ

いて下期の発表を致します。 

12月の上半期ご報告では、

財団寄付会員割合75％、米

山寄付会員割合57％がクラ

ブ内の統計でした。コロナ禍の中ではございますが、

まだご寄付されていない会員の方は早めにお願い申し

上げます。 

ロータリーでは2つのモットーがあります。 

① 超我の奉仕（利他の心） 

② 最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（最

善のサービスをすれば、結果として最大の利益

が得られる） 

地域社会奉仕活動や米山奨学生支援の為にも是非ご寄

付をお願いします。 

確定申告の時期が近づいて参りました。 

ご存知の通り、ロータリー財団及び米山記念奨学会は

公益財団法人となっております。 

税制上の優遇措置が有り、「所得税控除」又は「税額

控除」が選択できます。 

寄付された方は確定申告を行って下さい。 

最後に2月6日（土）財団補助金セミナーが開催されま

す。 

次年度の地区補助金についての説明会です。担当委員

の方は出席の程宜しくお願い致します。 

以上で報告と致します。 

 

 

◆斉藤公司ＳＡＡ一言 

 声が良く聞き取れ

ないところがありま

した。改善を宜しく

お願いします。 

 

 

 

 

◆杉田政男会員一言 

 今日は、勉強のつも

りで来ましたが、とて

も参考になりました。

有難うございます。 

(例会場にてZoom参加) 

 

 

◆加藤和正会員一言 

 今日は、Zoomでお

会い出来て嬉しく思

います。心からおめ

でとう！…とお伝え

致します。(例会場に

てZoom参加) 

 

 

◆山崎和雄副会長一言 

 声が聴きづらいで

す。会長あいさつ、

幹事報告、飛田美佐

子理事までは殆ど聞

き 取 れ ま せ ん で し

た。 

 

 

◆藤田恵子会員一言 

 現在、すみませんが、移動中で

す。 

 

 

 

 

 

 

◆飯淵昭二直前会長一言 

 狭 い 中 で、色 々

やって頂いて有難う

ございます。マイク

が不具合の様なので

次 回 は 調 整 致 し ま

す。 
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◆京野新悟ＩＴ委員長 

 飯淵さんの会社に

本日がはじめてなの

で、慣れないことも

ありましたので、こ

れから調整をしてい

きたいと思います。

聞き取れにくい場合

や会社内などの騒がしい場合は、イヤホンやヘッドホ

ンなどを用意されると良いと思います。 

 

◆橋本かほる会員一言 

 財団・米山寄付に

ついて、中々お会い

できませんので、電

話させて頂いて宜し

いでしょうか? 

 

 

◆飛田美佐子会員増強委員会担当理事 

 

 

 

 

 

 

 

◆小泉慎吾会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

1/26 
免除5名 

28 
(5) 

20 
(4) 3 1 91.30

％ 

12/22修正 

免除5名 
28 
(5) 

23 
(2) 0 0 100% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

1/26合計 .０円 

今年度累計 ６７８，７４０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

人道的補助金プログラム 

(Humanitarian Grants Program)   

人道的補助金プログラムは、ＲＣと地区が、世界中

の人々の生活を向上する地域社会プロジェクトの開

発に利用できる資源を提供する。 

人道的補助金プログラムは、次の４つの共通の特徴

をもつ選択肢を提供する。人道的補助金を通じて資

金が支給されるプロジェクトは、次の事項を満たさ

なければならない。 

〇 ロータリアンの積極的且つ直接的な参加 

〇 ロータリーのネットワークの更なる充実の支援 

〇 健全な資金管理の実証 

〇 人道的ニーズの提起 

 会員皆様の写真は、オンラインにて、送られた写真を、

そのまま掲載させて頂いております。パソコン・スマホの位

置により、一部顔がきれている写真がありますので、次回

から気を付けて頂きたいと思います。(会報編集子) 


