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令和 2年 7月 14日（火曜日） 第 2,823回        ＜例会報告 NO.1＞    

【月間テーマ】 会員増強月間(地区独自)                 新年度船出乾杯 活動計画発表 

 

SAA  渡部 堅一 副 SAA 土屋 茂樹 

⑴ 開会点鐘                                      伊藤克也会長 

⑵ ロータリーソング 「我らの生業」 

 
⑶ ビジター紹介 

佐藤 和幸 氏  株式会社荘内銀行長井支店 支店長 

 

ビジター紹介をする伊藤克也会長          挨拶をする佐藤和幸支店長 

 

長井ロータリークラブ会長    伊藤 克也       第２８００地区ガバナー    齋藤 榮助 

長井ロータリークラブ幹事    小笠原信吾          第 6ブロックガバナー補佐   横澤 寿彦 

例 会 日       毎週火曜日 12：15～13：15         例 会 場     タスパークホテル℡0238-88-1833 

事 務 局   長井商工会議所内  ℡0238-83-2047    会報委員  土屋 茂樹・横澤 寿彦・寒河江良一   

                                  栗田 正彦・髙橋勇喜知 



⑷ 新年度船出乾杯 

 

乾杯の音頭 大山友規憲 直前会長  伊藤克也会長(右)と村田剛副幹事  新型コロナ対策の会場で乾杯 

 

⑸ 会長挨拶                                      伊藤克也会長 

皆さんこんにちは。 

先週の７日は、長井市内にてコロナ感染者が出た為、急遽私の判断で例

会中止としました。今週と再来週は、例会場を中央会館に変更し、例会

を行なえる事に感謝します。 

井上会員からご準備頂いたノンアルコールビールにて船出乾杯と大山前

会長とバッジ交換を無事に終えて、スタートとなります。１年間宜しく

お願い致します。 

 

先週、私と小笠原幹事と中央会館の村田裕子社長と立ち合いの上、例会

場の準備打ち合わせを行いました。 

毎週の例会は、プログラム委員会の計画、及び理事会の承認、出席委員

会のメール配信から始まります。 

加藤事務局及びタスのスタッフへの連絡から出席人数、それに伴う座席の準備、ロータリーで使用する道具

の搬入、昼食の調理と運搬、配膳等々多くの手間が掛かっております。 

このご時世ですので、会員各自の健康状態を優先するのは、勿論ですが、どうしても急な欠席を除き、無断

欠席をなさらぬよう、お願いいたします。 

 

今日は、今年度の活動計画発表です。 

今年度の委員会構成(組織図)は、ほぼ。前年同様という形にしました。これについては、 

賛否両論おありかと思いますが、前年度のコロナによる休会と今年度も休会(例会中止)が 

あり得ます。そして、今年度後半は、次年度に繋ぐ具体的な活動に時間を要すること等を 

踏まえた上で、敢えて２年連続としました。理事、委員長の方々には、活動内容を会員に 

周知をお願いいたします。来年６月の活動報告の際は、伊藤年度に対する熱い報告をお願い致します。 

 

⑹ 幹事報告                                     村田剛副幹事 

1. 被推薦者の氏名公開  

佐藤和幸氏 ㈱荘内銀行長井支店 支店長 理事会において承認されましたので公開いたします。 

2. 長井市より  

 令和 2年度長井市表彰及び市長感謝状受彰候補者の推薦について(お願い)の文章が届いております。 

3. 長井市より 

 長井市「日本一」の推薦について(お願い)の文書が届いております。    

4. 長井市勤労青少年ホーム親和会様より 

 令和 2年度親和会会費の納入についてのお願いの文書が届いております。  

5. 国際ロータリー第 2800地区 齋藤ガバナーより 

 2020-2021年度 第 2800地区ホームページリニューアルのお知らせの文   

書が届いております。 

6. この度、当クラブで寄贈いたしましたフェイスシールドについて御礼の文書  

をいただきました。 

  社会福祉法人 長井市社会福祉協議会 会長 樋口 正通 様 

  社会福祉法人 長井福祉会 理事長 豊野 充 様 



  特別養護老人ホーム寿泉荘 荘長 荒井 喜代子 様   

7. 訃報のお知らせ 小国ロータリークラブ様より 

 今 良明 氏 (2016-2017ガバナー補佐)がご逝去されました。 

⑺ 委員会報告 

 親睦委員会 

    7月誕生日祝い               

    ご本人  齋藤 喜内 会員 31日 

         齋藤 裕之 会員  7日 

         村田  剛 会員 21日 

    奥様   河井 智寛 会員 17日 

 

   出席委員会 

 在籍年数表彰  

    20年特別表彰 栗田 正彦 会員 20年 

 

 

  プログラム委員会(村田剛委員長) 

      8月のプログラムについて 

    第 1週 8月 4日(火) 新入会員卓話 横山 照康 会員 

    第 2週 8月 11日(火) お盆休会 

    第 3週 8月 18日(火) 夜の例会 国際交流ビアパーティー 

    第 4週 8月 25日(火) ゲスト卓話 Art Balloon空間アート 伊渕 南々絵 氏 

 

⑻ ニコニコ BOX(寒河江良一委員長) 

   伊藤 克也 会長 1年間宜しくお願い致します。 

   浅野 敏明 会員 伊藤会長の船出を祝って、期待します。   

   井上 晴雄 会員 伊藤年度の船出をお祝いして 

   遠藤 伴明 会員 伊藤・小笠原丸の船出を祝って 

   大山友規憲 会員 伊藤年度の船出を祝して 

   尾形 和夫 会員 伊藤丸の船出を祝して 

   栗田 正彦 会員 

   齋藤 喜内 会員 

   齋藤 慎治 会員 

   寒河江良一 会員 伊藤年度のスタートを祝して 

   大道寺 信 会員 伊藤丸の船出を祝して 

   土屋 茂樹 会員 伊藤年度の船出を祝して 

   手塚 典雄 会員 伊藤年度のスタートを祝して 

   村田  剛 会員 伊藤丸の船出を祝して 

   横澤 寿彦 会員 伊藤会長年度のスタートを祝して 

   渡部 堅一 会員 会長幹事の船出をお祝いして 

⑼ 活動計画発表 

     

会場監督               会員増強・       出席委員会      プログラム委員会 

渡部 堅一 SAA    ロータリー情報委員会  大山友規憲 委員長   村田 剛 委員長 

            渡辺 清隆 委員 



     

親睦委員会      雑誌広報・IT委員会   会報委員会       職業奉仕委員会  

村田 剛 委員    齋藤 圭央 委員長   土屋 茂樹 委員長   浅野 敏明 委員長  

 

     

社会奉仕委員会     青少年奉仕・     ロータリー財団・    ニコニコ BOX委員会 

 大道寺 信 委員長  国際奉仕委員会    米山記念奨学会委員会   寒河江良一 委員長 

             渡辺 清隆 委員長  遠藤 伴明 委員長 

 

 

⑽ 出席状況報告  大山友規憲出席委員長 

                             

本日の会員数 25名、全出席者数 19名 

 

           出席率は 76.0%です。 

 

 

 

 

 

                            大山友規憲委員長 

 

 

 

 

⑾ 閉会点鐘                                  伊藤克也会長 

 

 

 


