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●本日の司会       （山中 秀一副 SAA） 

 

●開会点鐘         （柴田 康好会長） 

 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

柴田 智幸様（株）柴田防災 代表取締役 
 

米山奨学生 ネジュリ・オセアンさん 
 

元米山奨学生 郭 敏榮さん 

郭 敏榮さん御友人 
 

●会務報告         （柴田 康好会長） 

 

今日と、来週の最終例会が終わりますと、会長職をや

っと卒業出来ることになります。皆様ありがとうござい

ました。 

地区より表彰状が 3 枚届いております。 
 

「ロータリー財団地区重点目標達成クラブ賞」 

「会員増強功労賞」 

「会員維持優秀賞」 
 

●幹事報告         （荒川 義昭幹事） 

 

6 月 13 日（木）米山記念奨学委員会・全体会議へ前澤

地区米山増進委員長に出席をしていただきました。 

6 月 15 日（土）2013-14 年度地区会員増強セミナーへ

伊藤次年度幹事、前澤増強委員長に出席をしていただき

ました。 

6 月 18 日（火）昭島市民くじら祭実行委員会へ曳地次

年度社会奉仕委員長に出席をしていただきました。 
 

●ご挨拶    （元米山奨学生 郭 敏榮さん） 

 

少し遅れてしまい申し訳ありません。私の事を皆さん

覚えていらっしゃるか分かりませんが、一昨年まで米山

奨学生だった郭敏榮です。よろしくお願いします。卒業

して 1 年が経ったのですが、現在、韓国のソウルでガイ

ドの仕事をしています。その仕事の関係で日本に来たの

ですが、その合間に友人と一緒に、例会に参加させてい

ただくことになりました。今日は皆さんと楽しい時間を

過ごしたいと思います。 

●各委員長活動報告 

 

★石岡 孝光社会奉仕・環境保全委員長 

昨年の 8 月 4 日（土）・5 日（日）第 40 回昭島市民くじ

ら祭が、星野初代会長を実行委員長として開催されまし

た。その前年が震災の関係で中止となりましたので、市

民の皆さんの期待も高く、私達も必ず成功させようとい

う強い気持ちを持って臨みました。昨年は会場に人工芝

を張った為、色々な制約がありましたが、ミニ SLの運営、

パレードでの大くじらの牽引と無事参加をすることが出

来ました。 

ミニ SL の売上げは目標額の 20 万円に若干届きません

でしたが、180,300 円でした。大くじらの牽引に関しては、

大きな怪我も無く済みましたが、若干危険なシーンもあ

り、会員で足を痛めた方もいらっしゃったので、 こち

らは来年度以降の課題、修正点として挙げたいと思いま

す。 

皆様にご協力を頂いて集めておりましたペットボトル

のキャップを、5 月に荒川幹事が NPO 法人エコキャップ

推進委員会へ寄付をしました。重量 75ｋｇ、数は 32,250

個となりました。これをゴミとして焼却した場合、236ｋ

ｇの CO2 が出るそうで、それを削減することが出来、37.5

人分のポリオワクチンを購入することが出来ました。 
 

★前澤 外喜男増強・選考・分類委員長 

先程、会長より地区から表彰状が届いたというお話が

ございましたが、これはなかなか達成することが難しい

事です。どこのクラブでも純増 3％が目標ですが、当クラ

ブは 20 周年以降、増強が活発です。 

今年度は石川会員、志賀会員、岩本会員に御入会いた

だきました。結果、純増約 7％で私もホッとしております。 

先日、次年度の会員増強セミナーで、今年度の田中作

次ＲＩ会長の目標である、全日本で 1 万人以上という目

標は、達成出来なかったという報告がありました。世界

でみると、日本が、一番会員数が減少しており、10 万人

が 8 万人くらいになったそうです。次年度は是非会員 50

名を達成したいと思います。 
 

★岡野 景子広報・雑誌・ＩＴ委員長 

広報はホームページを中心に、今年度は活動をして参

りました。移動例会、イベント、催し物を迅速にホーム

ページに掲載してきました。次年度は、もう少し写真を

増やして、目でみて分かるホームページにしたいと思い

ます。今年度の反省点としては、他クラブとの情報交換

という部分だと思います。 
  

2012～2013 年度クラブ運営方針 

「楽しもうロータリー・広げよう奉仕の輪」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 

2013 年（平成 25年）6月 19 日（水） 

第 1131 回 例会報告 
 



★本田 征勇 SAA（会場監督）委員長 

今年度のクラブ概況書に、基本方針と事業計画を載せ

ましたが、その中で「決められた時間内に例会を終了す

る。」という項目がございます。7 時から 8 時の時間内に

終了するよう SAA として努力はしましたが、卓話者の話

の内容などで、時間内に終わるということは少なかった

ように思います。その点は、皆さんにお詫びを申し上げ

ます。次年度も私は SAA のメンバーになっているようで

すので、次期委員長に申し添え、報告に代えさせていた

だきます。 
 

★小島 弘明親睦委員長 

今年度は村野さん、内藤さん、渡邉さんなど先輩達に

助けていただきながら、務めさせていただきました。 

クリスマス例会はお笑いのきむこさんをお呼びして、

大成功だったと思います。合同例会はホストクラブを務

め、ユッカさんをお呼びして成功だったと思います。 

まだ親睦委員会の大きな仕事である親睦旅行が残って

おります。私は昨年度、社会奉仕委員長として、佐藤前

年度会長達と一緒に岩手県岩泉に行きました。今年度は

親睦委員長として、また東北の仙台へ行きます。東北へ

の復興支援も兼ねて、今の所 30 名で行く予定となってい

ます。 

今年 1 年、至らぬ所もあったかも知れませんが、皆様の

お陰を持ちまして、滞りなく務めさせていただきました

事を感謝いたします。 
 

★鈴木 栄出席委員長 

今年度、柴田会長と荒川幹事に何かの委員長をやって

欲しいとお願いされまして、出席委員長なら出来ますと

返事をしました。当初は、名札と出席を取ればいいと簡

単な気持ちでいたのですが、よく考えますと、出席委員

会というものは、出席を促して出席率を上げるというこ

とが一番の仕事だと気付きました。私は、今まで会員の

中で出席率の一番悪い人間でしたので、まずは自分が

100％の出席を達成しようという気持ちで挑みました。 

残す所、3 回の出席で最低限の目標を達成することが出

来そうです。 

後は、出席率の算出の方法で色々と苦心しました。そ

れから前年までは、1 人 1 人に出席カードがありましたが、

今年度から出席簿にサインをしていただく方法に変えま

した。 

今年度で出来なかったことは、次年度の出席委員会で

やっていただけると思いますので、どうか次年度もご出

席の程、よろしくお願いいたします。 
 

★工藤 開光プログラム委員長 

プログラムとは、何をするのか何も知らずにいたので

すが、そうしましたら「何もやらないなら、お前が永遠

に卓話をやればいいのだ」、と或る人に言われました。こ

れは大変だと、急遽皆さんにご相談をしました。その結

果、皆さんのご協力のお陰で何とか今日まで出来ました。

ありがとうございました。 
 

★若杉 司会報委員長 

最初に委員長をやると聞いた時は、書き物をやらなけ

ればならないのかと思っていたのですが、荒川幹事から、

良い写真を撮ってくれと言われました。その写真もうま

く撮れないのが私です。いつもブレていて会報に載せら

れないと言われ、家に帰りまして自分で練習もしました。

自分のカメラでは、上手く撮れるのですが、ここに来る

と緊張してしまうのが原因のようです。写真を撮るから

には、正面を向いた所を撮るようにしようと、やっとタ

イミングが分かってきた所で、もう終わりです。最後の

例会には、皆さんの笑顔を撮って終わりにしたいと思い

ます。 
 

★ご挨拶（柴田 智幸様） 

柴田防災の柴田智幸と申します。私は昭島青年会議所

（ＪＣ）を 17 年やらせていただきまして、去年やっと卒

業をしました。しばらく、のんびりしたいなあと思って

いた所ですが、こういう事になりました。昭島ロータリ

ークラブさんからもお声掛けをいただいていたのですが、

やはり父の所に入ろうかと決心をいたしました。入会を

許されましたら、精一杯、出来る限り、参加をしたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 
 

★春日 隆志会員 

～オレオレ詐欺被害の実態について～ 
 

●ニコニコ BOX発表   （石岡 孝光親睦委員） 

 

◎下田会員 

柴田トモちゃんようこそ！ 
 

◎渡邉会員 

国立の家が売れ借金が全て返済出来ました。これでやっ

と、これからの事を考える体勢になりました。 
 

○柴田会長 

各委員長卓話ありがとうございました。 
 

・荒川幹事 

柴田智幸様ご来訪ありがとうございます。各委員長、事

業報告よろしくお願いします。 
 

・伊藤会員 

柴田さん、御来訪ありがとうございます 
 

・小島会員 

柴田さんのご子息のご来訪を歓迎して！！ 
 

●出席報告       （鈴木 栄出席委員長） 
 

会員数  47 名 出席義務会員  45 名 
 

本日の出席 31 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告       （伊藤 満雄副幹事） 

 

例会終了後、被選理事会を開催いたしますので、次年

度理事・役員の方はご出席をお願いいたします。 
 

●次週例会予定 （工藤 開光プログラム委員長） 

 

6 月 22 日（土）・23 日（日）親睦旅行 
 

6 月 26 日（水）最終例会 

「会長・幹事一年を語る」 
 
 

●閉会点鐘         （柴田 康好会長） 

 


