
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ協議会 

会長          岩堀  將 会長 

幹事          亀田  淳 幹事 

Ｓ.Ａ.Ａ.        安藤  匡 会員 

戦略委員会       永田 博司 会員 

３０周年準備委員会   本城  明 会員 

定款･細則･内規検討   細貝 嘉満 会員 

クラブ奉仕       中村 一巳 会員 

親睦活動        安藤 晋平 会員 

クラブ会報       吉田雄一郎 会員 

出席委員会       奥田  淳 会員 

プログラム       小野瀬 輝 会員 

ソング         前川 由美 会員 

ＩＴ推進        小澤 恭弘 会員 

会員拡大        工藤 進一 会員 

広報・公共ｲﾒｰｼﾞ     森山 紀子 会員 

ロータリー研修     水谷 栄寛 会員 

職業分類        成田 一久 会員 

職業奉仕        松島  誠 会員 

社会奉仕        本城  明 会員 

国際奉仕        岡本のりこ 会員 

ロータリー財団     山田 晃久 会員 

米山記念奨学      西田 太郎 会員 

青少年奉仕       松永友実子 会員 

出席報告 

● 会員数 ３４名     欠席 ２名 

本日の出席率  ９３．３８％  

例会記録 

● 点鐘  岩堀 將 会長 

  司会  亀田 淳 幹事 

斉唱  君が代／四つのテスト 

手に手つないで／ＭＭ２１ＲＣの歌 

ビジター 

●谷川 公一氏（横浜西ＲＣ／会長） 

●石渡  裕氏（横浜西ＲＣ／幹事） 

●伊東 勇二氏（横浜西ＲＣ／親睦活動委員長） 

 

会長の時間岩堀 將 会長 

今年度会長を務めさせて頂きます岩堀です。 

本日は横浜西ロータリークラブ会長 谷川様、幹事

石渡様、親睦委員長伊東様お越し頂きましてありが

とうございます。約１年半前に会長ノミニーに選出

され、それ以後ロータリーとは？と考え、今年にな

り、これから次年度に向けてという時に新型コロナ

ウイルスにより活動停止状態になりました。しかし

ながら６月より例会が再開され、理事役員、委員長

始め会員の皆様のご協力のおかげをもちまして本日

を迎えることが出来ました。誠にありがとうござい

ました。これからも皆様のお力をお借りしながら１

年間よろしくお願い致します。 

 

幹事報告亀田 淳 幹事 

●本日例会後、理事会を開催致します。理事役員

の方はご出席よろしくお願い致します。 

 

●次回は例会後ガバナー補佐によるクラブ協議会

がございます。ご出席お願い致します。当日は

本日お配り致しました「2020-21年度クラブ活

動計画書」を使用致しますので、お忘れなくお

願い致します。 

 

●アンケート用紙を配布致しました。帰りまでに

記入していただき、受付に出していただけます

様お願い致します。 

 

会長 岩堀 將     幹事 亀田 淳  

2020～21 年度 

RＩ会長 ホルガー・クナーク  

ロータリー：ロータリーは機会の扉を開く  

ROTARY：Rotary Opens Opportunities  
 ２０２０年 ７月 ６日（月）  

 
第１２５４回  例 会  

雨 



理事会承認事項 

●前期 請求書の発行について      【承認】 

１＄レート￥107  会員総数 34 名 

夜間例会費はなし。積立金は 5,000円 

●地区補助金申請承認の件(社会奉仕)  【承認】 

看護学校の教育支援・奉仕活動支援 

聖灯看護専門学校へテント寄贈 8/26決定 

●聖灯看護専門学校献血活動献血御礼品の件【承認】 

前年度同様 150 個＠1,000 円で予算 

購入決定 

●薬物乱用防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ寄付(5万円)の件  【承認】 

9/6のイベントは中止ですが、寄付は予定 

●みなとみらい本町小学校 

本寄贈の件(青少年奉仕) 【承認】 

幹事・青少年奉仕委員長にて、学校に連絡 

早期、贈呈をする。 

●国際奉仕委員会ＷＦＰの件       【承認】 

本会計 1人あたり/500 円 

●Ｔｼｬﾂ・ｳｨﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ追加注文の件    【承認】 

足りないサイズのものを購入。 

●寺師会員休会の件           【承認】 

今年度休会となります。 

●ＩＭ 実行委員会設立の件       【承認】 

当クラブが担当のため、設立は決定。 

 

ニコニコ報告 

●谷川氏・石渡氏・伊東氏（横浜西ＲＣ） 

 本日は年度初めのご挨拶で会長・幹事・親睦委員長

でお伺い致しました。本年度もどうぞ宜しくお願い

致します。 

●岩堀 將会長 

 谷川様、石渡様、伊東様いらっしゃいませ。水谷さ

ん、成田さん、１年間お疲れ様でした。本日より１

年間皆様よろしくお願い致します。 

●亀田 淳幹事 

 本年度、幹事を拝命しました。一年間宜しくお願い

します。谷川様、石渡様、伊東様、ようこそ。 

●鈴木 彰君 

 新年度となりました。新役員の方々よろしくお願い

します。 

●水谷 栄寛君 

 岩堀会長、亀田幹事、１年間のクラブ運営宜しくお

願い致します。横浜西ＲＣの谷川会長、石渡幹事、

伊東親睦委員長ようこそ、楽しんで下さい。 

●中村 一巳君 

 岩堀会長、亀田幹事、今年度理事役員の皆様、コロ

ナ感染症拡大の中大変ですが、よろしくお願い致し

ます。 

 

 

●岡本 のりこ君 

 新しい船出、会長、幹事、皆様よろしくお願い致し

ます。 

●松島 誠君 

 岩堀さん、亀田さん、一緒に素晴らしい航海を目指

しましょう。 

●森山 紀子君 

 新年度がスタートしました。岩堀会長、亀田幹事、

１年間どうぞよろしくお願い致します。 

●杉浦 武胤君 

 昨年度の水谷会長、成田幹事、役員の皆様、ご活躍

ありがとうございました。いよいよ新年度が始まり

ました。岩堀会長、亀田幹事、ご活躍よろしくお願

いします。コロナの第２波を思わせる数字が上がっ

てきました。コロナくるなと言いたいですが、相手

も人間が好きなようです。引続き用心しましょう。

七夕祭りに西田会員に笹を手配していただきました。

いつもありがとうございます。子供達が短冊に願い

をたくさん書いてくれました。誕生日祝いありがと

うございました。熊本よりおいしい野菜をいただき

ましたが、豪雨災害が心配です。 

●西郊 良光君 

 岩堀さん、亀田さん一年間よろしく願い上げます。 

●山田 晃久君 

 岩堀会長、亀田幹事、１年間宜しくお願いします。 

●本城 明君 

 本日より新年度、岩堀会長、亀田幹事。一緒に頑張

っていきましょう。よろしくお願いします。 

●成田 一久君 

 今日から新体制となり、頑張って下さい。私もかげ

ながら応援させていただきます。よろしくお願いし

ます。 

●工藤 進一君 

 岩堀・亀田年度、新年度一年間宜しくお願いします。 

●松永 友実子君 

 今日から新年度ですね。皆様宜しくお願い致します。 

●加藤 成基君 

 いよいよ新年度ですね！岩堀会長、亀田幹事よろし

くお願い致します。 

●細貝 嘉満君  

岩堀会長、亀田幹事、一年間宜しくお願い致します。 

●小野瀬 輝君 

 水谷さん、成田さん、１年間お疲れ様でした。岩堀

会長、亀田幹事、よろしくお願い致します。 

●安藤 晋平君 

 私ことですが、先週入院して腎臓結石破砕を無事終

えました。年度最後の夜間例会参加出来ず残念です。

水谷さん、成田さん１年間コロナ禍での舵取り、お

疲れ様でした。 

 

 

 



●前川 由美君 

 先日の夜間例会、お疲れ様でした。今日から新年度

ですね。心を入れ替えて頑張りたいと思います。 

●斎藤 和幸君 

 博山の後任の東急リバブルの斎藤です。前任者同様、

ロータリークラブに貢献出来るように頑張っていく

所存ですので、今後ともよろしくお願い致します。 

 

●ニコニコに協力して 

 安藤  匡君、永田  博司君、川田  哲君、     

西田 太郎君、奥田 淳君、吉田 雄一郎君、   

小澤 恭弘君、吉永 道德君 

合計 30口 45,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●７月 １日     杉浦 武胤君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員動静 

●斎藤 和幸君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1255

回 
令和２年 

７月１３日(月) 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽについて① 

小野瀬会員 

 ガバナー補佐による 

クラブ協議会 

 令和２年 

７月２０日(月) 

休 会 

(定款第 7条第 1節による休会) 

1256

回 

令和２年 

７月２７日(月) 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽについて② 

関 由喜氏（けいゆう病院） 

1257

回 

令和２年 

８月 ３日(月) 
ガバナー公式訪問 

 令和２年 

８月１０日(月) 
祝日休会 

 令和２年 

８月１７日(月) 

休 会 

(定款第 7条第 1節による休会) 

クラブ会報委員長：吉田 雄一郎 君  
2020(令 2)7. 1 入 

1974(昭 49)3.21生 

東急リバブル(株) 

流通事業本部 横浜川崎営業部 部長 

〒220-0004 

西区北幸 1-1-8 ｴｷﾆｱ横浜 3階 

斎藤 和幸  ☎314-7109 FAX311-3948 

Kazuyuki Saito 〒362-0045 

【不動産】   埼玉県上尾市向山 3-14-8 

（岩堀 將）  ☎048-672-5585 FAX 左同 

 


