
  

◇歌唱  「我らの生業」「覇気あれ我クラブ」     ◇会長挨拶      

◇幹事報告               ◇委員会報告［ホームページ］  

◇卓話 古知屋光洋会長・加瀬義明幹事 『半期報告』 
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2021-2022 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 62 代会長 古知屋光洋 

第 62 代幹事 加瀬 義明 

2022 年 1 月 13 日（木） 第２９５６回例会 天候：晴れ 司会：富田桂司副幹事 No. 23 

 
＝本日の例会行事＝ 

スマイル報告 石田貴一会員 

古知屋光洋君 オミクロン恐るべしなのか?ただの風邪なの

か?さっぱりわかりませんが、みなさん気をつけましょう。 

加瀬義明君 本日は大した半期報告もできませんが、宜しくお

願い致します。 

吉田恵子君 主人の事で皆様にお心遣いいただきありがとう

ございました。家族で無事見送りました。 

伊藤留治君 寒い日が続いております。皆様、体調にご留意く

ださい。 

田中賢三君 吉田様、御主人様の御冥福を心よりお祈り申し上

げます。石田スマイルさん、御苦労様です。古知屋会長・加瀬

幹事、本日の卓話よろしくお願いします。 

成田栄二君 吉田さん、御主人のご逝去、謹んでお悔やみ申し

上げます。会長・幹事、卓話ご苦労様です。 

和田幸男君 所用のため、早退いたします。 

澤邑重夫君 先週、商工会議所の賀詞交歓会に出席いたしまし

たところ、後日アンケートがあり、その中に「帰りに地域で飲

食しましたか?」という問がありましたので、もちろん「はい」

と回答いたしました。「どこの店ですか?」という問もあったの

で、憶えている限り、3軒ほど記入いたしました。集計結果は

教えてもらえるのでしょうか。楽しみです。 

中山冨貴子君 吉田さん、ご主人様のご不幸を伺い、心よりお

悔やみ申し上げます。古知屋会長・加瀬幹事、半期報告、早い

ですね。 

大箭剛久君 台北西北クラブの記念式典にオンラインで参加

しました。オクサマーズのダンス、良かったです。 

富田桂司君 皆様こんにちは！古知屋会長・加瀬幹事、卓話よ

ろしくお願い致します。 

杉本剛昭君 本日ドローンに関する許可の研修があるため、総

体いたします。ドローンもだんだんと規制が厳しくなってきて

いて、100グラム以上の機体は登録が義務化されます。ドロー

ンをお持ちの方はご注意ください。 

木村信一君 古知屋さん、加瀬さん、卓話よろしくお願い致し

ます。 

◎幹事報告 

◆ガバナー事務所より    

◇下半期 人頭分担金・大会分担金 送金依頼   

◉１名に付き 本会計７，８５０円＋事業会計２，９００円＋

大会分担金８，０００円  

◆ロータリー米山記念奨学会より  ◇２０２１－２２年度

下期普通寄付金のお願い 

◆ガバナー補佐より  ◇会長・幹事会（第８回）開催方法変

更のお知らせ   

◉１/１３（木） １８：００～  ◉Ｚｏｏｍ開催に変更 

◆茅ヶ崎ＲＣゴルフ同好会より  ◇第１２回大会のご案内 

◉３/２（水） ＩＮ９：１７スタート  ◉平塚富士見カントリ

ークラブ 平塚コース  ◉参加費…２，０００円 

◉表彰式懇親会・・・１８：００～  スペインクラブ茅ヶ崎   

参加・・・６，０００円  ◉申込締切・・・２/１７（木） 

◎委員会報告 

ホームページ［小澤会員］：今月のメンバー紹介（加藤会員）、

ロータリーの友からの記事紹介（大阪・堺北 RC） 

◎御夫君ご逝去に伴う挨拶 

吉田恵子会員（1月 4日、御夫君がご逝去されました） 

左から、ソングリーダーの半田会員、

御夫君ご逝去に伴う挨拶をされた吉田

会員、委員会報告の小澤会員 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１／１３ ２９５６ ４０ ３７ ３０ １ ６ ８３．７８％  

１２／２３ ２９５４ ４０ ３７＋１ ３５ ０ ３ ９２．１１％ ９２．１１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 大竹孝一会員 

安武 勝君 古知屋会長・加瀬幹事、前半ご苦労様でした。

コロナ禍の中、後半も難しい舵取りになるかと思いますが、

宜しくお願い致します。 

岩井 泰君 古知屋会長・加瀬幹事、卓話よろしくお願い致

します。寒い日が続きますが、カゼにもコロナにも負けずガ

ンバリます。 

永田輝樹君 寒いですね。体調に気をつけて頑張っていきま

しょう！ 

石田貴一君 本日、申し訳ございません。早退させていただ

きます。 

［本日 17件、28,000円です］ 

スマイル報告の石田会

員と出席報告の大竹会

員。残る 

半期、楽 

しんでい 

きましょう 

         「半期報告」古知屋光洋会長 

          新型コロナウィルスのオミクロン株の 

         感染状況ですが、ここ 2日茅ヶ崎でも 2 

         ケタの感染者が出ている状況です。これ 

         は市内の病院でクラスターが発生したこ 

         とによるものだと、茅ヶ崎市介護保険事 

         業者連絡協議会から連絡がありました。 

          さて、会長となって、今年一年はロー

タリーファーストでいこうと思い、委員会計画書にも「今年

度後半はコロナも収まって、かなり活動できるのでは」と書

いたのですが、先行きが怪しくなってきましたね。ひとまず、

これまでの半年を振り返りたいと思います。 

 7月 1日に新年度が始まり、決意表明をしたのち、7月 15

日までの例会は通常通りに開催しましたが、7月 29日に予定

されていた「直前会長・幹事慰労会及び池上会員皆出席 50年

祝賀会」はコロナ第 5 波により延期となり、時短例会となり

ました。その後、8月 26日にオンライン例会を開催するまで

は休会となりました。 

 それでもオンライン例会ならではのゲストスピーカーをお

呼びして、卓話を充実したものに出来たかと思います。8/6は

三澤京子 AG、9/9 は田島透ガバナー公式訪問、9/16 は茨木

RC殿村会長、9/30は東京世田谷 RC大友会長、10/7 は遥々

ミャンマーからヤンゴン RC会長、10/20には東京世田谷 RC

の移動例会・ボーリング大会・懇親会にも参加させていただ

きました。 

 そして、10月 28日にようやく直前会長・幹事慰労会兼池

上先生皆出席 50 年を祝う会兼柾木太郎会員歓迎会が開催で

きました。その後はコロナが鎮まっていたこともあり、12月

16 日の植栽や 12 月 23 日のクリスマス家族会が無事行えた

のはよかったです。 

 RI の方針や地区の方針にも常に会員増強がありますし、そ

れが大事なのはわかりますが、茅ヶ崎 RC の例会の出席率の

高さや例会での空気は本当に素晴らしいと思います。数だけ

でなく、やはり質も大切ですね。あらためて、会員の皆様に

お礼を申し上げたいと思います。 

 ロータリーの「４つのテスト」の中で「みんなに公平か」

というのがあります。私はこの言葉が大好きで、いつも会社

の職員さん、利用者の方に対して本当に自分が公平なことを

しているのか、ということを自分に問いかけています。これ

はロータリークラブに入ったからこそ出来るようになったこ

とだと実感しています。 

 拙い報告でしたが、どうか残る半年もよろしくお願い致し

ます。 

「半期報告」加瀬義明幹事 

 「コロナ禍での奉仕と親睦の意味を改めて考えよう」とい

う会長方針を具現化するために、幹事としての職責をこれま

で半年間務めてきました。まず、幹事になって思ったことは、

ガバナー事務所等からのメールが非常に多いということで

す。 

 地区の他にも第 4グループの会長幹事会が毎月開催されて

今年度に関しては茅ヶ崎が会場担当の月に限ってコロナの影

響による Zoom 会議に変更となり、2 回とも会場で実施はで

きないでおります。 

 活動方針に記載したところの「1. 会長をサポートし会長が

活動しやすい環境作りに努めます」とありますが、時々後手

になってしまうこともあったりと反省すべきところがござい

ます。 

 「2. 例会及び各種事業を会員へ正確に伝達するためのサポ

ートを行います」とありますが、かなり事務局頼みでありま

すが実施できているかなと思います。 

 「3. RI、地区からの各種情報を会員に正確に伝達します」

とありますが、こちらもコロナ禍で急遽予定が変更になった

りすることがありますが、どうにか伝達はさせていただけて

いると思っております 

 「4. 万一、再度オンライン例会を実施する必要が生じた場

合はスムーズな運営ができるようサポートします」とありま

すが、実際に 8月 26日から 10月 7日まで Zoom 例会とさせ

ていただきました。無事に皆様に参加していただけて安堵し

ております。残り半年は全てリアルにできることを祈ってお

ります 

 「5. 事務局と連携し各種記録と保管所会合の通知議事録作

成等を確実に行います」とありますが、理事会の議事録作成

以外は事務局の中澤さんにほぼほぼおんぶに抱っこでお世話

になっているのが現実です。 

 現在 RIのマイロータリーへのログ 

イン、地区のホームページログイン、 

クラブのホームページへのログインが 

それぞれ皆様のパスワードが違ってお 

ります。それらを皆様に再度周知徹底 

する必要を感じている昨今です。 


