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ROTARY OPENS
OPPORTUNITIES
ロータリーは機会の扉を開く
2020〜21 年度年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長

Holger Knaack

東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 2 回例会 2020.7.13（＃2276） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 飯嶋君
会費係 秋山君
受付係
乳井君 木寅君
司会者 濱田君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君

前回の報告
第 1 回例会 2020.7.6（＃2275） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 地引君
会費係 内田君
受付係
保科君 藤田君
司会者 濱田君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君

卓話「各奉仕委員長の抱負」
飯嶋職業奉仕委員長・荒川社会奉仕委員長
吉田国際奉仕委員長・藤田青少年委員長

卓話「三役就任ご挨拶」
須藤会長・荘村副会長・齊藤幹事

会長報告
1）今期の第1回例会です。1年間宜しくお願い致します。東京紀尾井町RCの大竹章裕様がお見えです。
2）今期で入会30年となる木元尚男会員に、功労章をお贈りさせていただきます。
また、5月に80才になられた細谷彬会員に傘寿のお祝いの御品を贈らせていただきます。
会の慶事お祝いの規定は、入会30年：功労章
お祝いとして、傘寿、米寿、卒寿、白寿,また、金婚式を
お迎えの会員へお祝いの品をお贈りいたします。
3）RIより、若林会員にポールハリスフェローの認証状が届いております。
4）地区委員の方々に委嘱状が届いております。
5）1月～6月入会の方々へ皆出席表彰をお送り致します。
22年：若林 16年：金田 10年：佐藤、時園、濱田 8年：新保 6年：保科、崎山 5年：細谷 1年：藤田
幹事報告
1）今期1年間よろしくおねがい致します。
2）7/21日のKRGゴルフ会にご参加下さい。 我孫子GCへ、当クラブが10月12日に担当する、中央分区ゴルフ予
選会の会場となります。プレー後、担当者と打合せを行ないます。
3）7月27日には、納涼会として、久し振りに親睦夜間例会の予定です。皆さまご参加下さい。
4）例会終了後に、理事会、親睦委員会を開催していたします。 該当の方はお残り下さい。
ニ コ ニ コボ ッ ク ス
次回予告
例会記録
松崎弘昭福島南 RC 会長
須藤会長には第１例会にﾘﾓｰﾄにてご参加頂きま
した。今期も宜しくお願い申し上げます。
嶋村文男ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ
須藤会長齊藤幹事一年間楽しく頑張って下さい
木元会員：佐藤前会長荒川前幹事大変お世話にな
りありがとうございます。須藤新会長には宜し
くお願い申し上げます。
【今週の MU 状況】
金田会員：須藤新会長１年間宜しくお願いします
木寅・荘村会員
若林会員：須藤会長齊藤幹事１年間充実したクラ
（7/8 地区青少年交換委員会）
ブへﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟでお願いします。佐藤さん荒川
飯嶋会員（7/8 地区ｸﾗﾌﾞ運営支援委員会）
さんお疲れ様、いよいよこれからですよ！
佐藤会員：１年間ありがとうございました
荒川会員：本年も宜しくお願いします
須藤会員：１年間宜しくお願いします
齊藤会員：幹事に就任しました、宜しく
濱田会員：佐藤前会長荒川前幹事ありがとうござ
いました。須藤・齊藤様宜しくお願いします
荘村会員：副会長を務めさせて頂きます。
誕生日：浅野・保科・木寅会員
夫人誕生日：内田会員

会員総数 39名 出席会員数 28名
ゲスト
0名 その他
0名
ビジター
3名 事務局
2名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名 出席率 78.23％
────────────────

第3回例会

2020.7.20（＃2277）
会場：舞の間
例会ホスト・紹介係
加賀君
受付係
佐藤君
鈴木君
会費係
木寅君
司会者
濱田君
ソングリーダー 崎山君

卓話「各委員長の抱負」
乳井ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長・久保田会員増強委員長
久保田会員選考・職業分類委員長
飯嶋会報雑誌委員長・内田親睦委員長
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三役就任ご挨拶
国際ロータリー会長

齊藤 栄太郎 幹事

ホルガー・クナーク
2020-21 年度会長

本年度の幹事を努めさせていただ
きます。齊藤栄太郎でございます。諸
先輩方を前にして、私の様な若輩者
が幹事という大役をつとめて良いものか迷いましたが、皆
様の暖かいご声援をいただきましてので、お引き受けす
る事にいたしました。まず、お詫びしなければならないの
は、本年 5 月に母が 2 度に渡って倒れ、心臓の緊急手術
を行ないまして、私は長男なものですから、病院対応が
色々出てきてしまって、RTC 活動に支障を来たしてしまい
ました。大変申し訳ございませんでした。
私のところは会計事務所ですので、3 月決算の仕事にも
遅れが生じ、今もその遅れと格闘しているところでござい
ます。なるべく早く Catch Up して、須藤会長・荘村副会長
の足を引っ張らない様にしたいと思います。暫く、村上さ
んにも大変お世話をお掛けしますが、何卒よろしくお願い
致します。
私の今年の幹事としての目標ですが、「一にも二にも安全
第一」を掲げたいと思います。新型コロナウィルスの感染
は、一度は収束する様に見えましたが、最近また、増加
傾向にあります。会員の皆様方の安全を第一に考え、会
の運営に当たりたいと思います。具体的には以下の点で
あります。

Herzogtum Lauenburg-Mölln ロータリ
ークラブ所属
ドイツ
1992 年にロータリー入会。ロータリーの財務長、理事、モ
デレーター、各種委員会の委員や委員長、規定審議会代
表議員、ゾーンコーディネーター、研修リーダー地区ガバ
ナー、2019 年ハンブルグ国際大会ホスト組織委員会の
共同委員長を歴任。現在は恒久基金／大口寄付アドバイ
ザーを務める。
不動産業を営む「Knaack KG」の CEO。125 年続く家族事
業の「Knaack Enterprises」の元パートナー兼ゼネラルマ
ネジャー。
地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メンバー
であり、Gut Grambek ゴルフクラブの会長を務めた経験を
もつ。カール・アダム財団の会長で創設者。
スザンヌ夫人とともにメジャードナー、遺贈友の会会員と
してロータリー財団を支援。

① ホテルニューオータニ様のご提案による、ソーシャル
ディスタンスの徹底
ホテルニューオータニ様への御礼。
本日も今夜の会もソーシャルディスタンスを徹底して
いく。
② 感染拡大状況を勘案し、早い決断による web 例会
の開催
3〜5 月に開催した ZOOM Mtg は大変良かった。
ただ、機械に弱く参加できない方が見られたので、
きめ細かい対応で、これを少しでも解消したい。
③ 卓話者他の web による参加
新型コロナウィルスの影響で、卓話者やゲストの方
が参加に消極的な場合がある。乳井委員長のご
協力を仰ぎながら、web による卓話等を推し進め
たい。

ク ラ ブ だ よ り N o. 2
『多数ご参加下さい』

7 月 27 日（月） 18：00～ 納涼会
＠プリンスギャラリー紀尾井町 35F
「All Day Dining OASISGARDEN」
8 月 20 日（木） 18：30～
新入会員歓迎会兼地酒の会
「鈴木健治会員を囲んで」
＠すきやき「とみたや」
東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場

1968 年 6 月 17 日
月曜日 12：30
ホテル･ニューオータニ

会 長
須藤 仁
幹 事
齊藤栄太郎
会報委員長 飯嶋 一晃
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