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●本日の司会        （岡野 和弘副SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （渡邉 信義会長） 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 

●会務報告         （渡邉 信義会長） 

 

日曜日に参議院選挙も終わり

まして、静かになるのかと思いま

したら、明日、東京都知事選の告

示ということで、我々の身近に政

治の問題が響いてきております。

皆さんの信ずるところで、1 票を

投じたいと思います。 

人間というのは、時々思い込み

をしてしまい、判断を間違うことがあります。先週の金曜

日に我が家でとんでもない思い込みがありました。我が

家の朝食は和食の時もあり、パンの時もあり、麺の時もあ

りますが、その日はパンとサラダとアイスコーヒーの牛

乳が多いものが置いてありました。アイスコーヒーを一

口飲みましたら、何かが変なのです。味がしょっぱいので、

妻に訊いてみましたら、一口飲んでみて、どうやら間違え

て麺つゆに牛乳を混ぜて出してしまったことに気が付き

ました。そのように思い込みで大きな間違いをしてしま

うことがあるようです。私もロータリーというのは、功な

り名遂げた方が、身体は動けないけれどもバックアップ

をするものだと、一人合点をしておりました。これからも

そのような思い込みで皆さんに迷惑を掛けることがある

かも知れませんが、その時には注意をしていただければ

と思います。 

 7 月 11 日（月）第 1 回クラブ会長幹事会が開催されま

した。各地区には常設の委員会（クラブサポート・奉仕プ

ログラム・青少年奉仕・広報・ロータリー財団・米山記念

奨学 各委員会）がございまして、それを通じてクラブを

バックアップしていくというのが、地区の方針でござい

ます。そのような方々が、卓話にお伺いしたいのでプログ

ラムを作っていただきたいという話がございました。 

 今年度の地区大会は 2017 年 2月 21日（火）、22 日（水）

に開催予定ですので、予定に入れていただくようお願い

いたします。 

 また、今年度の世界大会は 6 月にアトランタで行われ

ますので、是非参加をお願いいたします。 

 今年度、新たにオリンピック・パラリンピック支援委員

会、クラブサポート委員会の中にクラブ情報委員会、奉仕

プログラム委員会の中に奉仕研究委員会が新設されまし

た。新年度ということで、色々学んだ部分を会にとって、

有益になるよう活かしていきたいと思います。 

 本日は、各委員長さんの活動方針発表ですので、各委員

長の皆様、よろしくお願いいたします。 
 

●幹事報告        （佐々木 稔郎幹事） 

 

大槻年度ガバナー月信、ロータ

リー財団ニュースが発行されま

した。月 1回、発行されますので、

次回よりファイルにして各テー

ブルに置きますので、是非、お読

み下さい。 
 
 

アトランタ世界大会についてですが、個人で行かれる

方は、申し込みがすでに可能となっております。登録が早

ければ、価格も安くなるそうです。 
 

※RLI（ロータリーリーダシップ研究会）開催のご案内 

パートⅠ（10/1）、パートⅡ（12/7）パートⅢ（2/7） 

いずれも、国立オリンピック記念センターにて 9：00～17：

00、登録料 3,000 円 

卒後コース（3/24） 

国立オリンピック記念センターにて 13：00～17：00、登

録料 2,000 円 
 

※例会場変更のお知らせ 

東京国立白うめロータリークラブ 

⇒新例会場 アートスペース＆ティー わとわ 
 

※訃報 

東京八王子ロータリークラブ 

名誉会員 1994－95 年度ガバナー 矢野 洋四朗様 
 

ロータリーは 1985年からポリオの撲滅を目指してきま

したが、1988 年には 35 万人の患者がおりました。2016

年 7 月現在、19 人 2 ヶ国まで減りました。今までにワク

チンを現地に持っていった方が 80人くらい亡くなってい

るそうです。 

2016 年（平成 27年）7 月 13 日（水） 

第 1288回例会報告 



●新年度 各委員長 活動方針Ⅰ 
 

※佐藤 義弘クラブ管理運営委員長 

（基本方針） 

各委員会の積極的な活動を促し、

目標を達成出来るよう、協力、助

言をする 

（事業計画） 

①各委員会が連携、補完しあって、

各委員会活動の充実を図る ②

新会員へクラブ内外の情報を提

供し、新会員をサポートする ③単独の委員会、複数の委

員会による炉辺階段を行いクラブ運営を円滑に遂行する 

④他クラブへのメークを推奨する 
 

渡邉会長の「楽しく活動するクラブ」の目標に向かって、

皆さんと全力で歩んでいきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 
 

※本田 征勇奉仕プロジェクト委員長 

重たい役を仰せつかりました

が、各奉仕委員会の委員長さんが、

実際に奉仕活動をしていただく

と、外部へ向けてのアピールの場

にもなると思います。 

今年度は、初めて委員長になる

方ばかりですが、ご自分の思い描

いている奉仕活動をしていただ

ければと思います。少しでもその御役に立てれば、という

立場で一緒に活動していきたいと思います。1 年間、よろ

しくお願いいたします。 
 

※柴田 智幸青少年委員長 

（基本方針） 

次代を担う青少年達が、健やかに

たくましく、そしてのびのびと育

つことは我々大人世代すべての

人々の願いであり、その一助とな

るような事業を開催していきま

す。そして、事業を通して、青少

年たちが、自分を認め、他者を思

いやる心を育み、人間性豊かに成長出来るよう活動をし

ていきます。 
 

初めての委員長ですので、正直、分からないことだらけ

です。長年行っている野球教室、柔道大会など歴史のある

ものを請け負うということで、非常に緊張をしておりま

す。前年度委員長から資料をいただいたので、熟読してど

うのようにやっていこうかと考えております。経験豊か

な皆様のご協力がなければ、1 人では何も出来ませんので

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※荒川 義昭（会場監督）SAA 

（基本方針） 

有意義で価値ある例会になるよ

う、品格と秩序を保ちながら、運

営を円滑に行い「楽しく活動する

クラブ」を目指す 
 
 
 
 

 

（事業計画） 

①会長・幹事及び例会関係委員会と連絡・連携を密にとる

②例会前の事前準備を適切に行う ③来客、来訪者への

あいさつ・誘導などおもてなしの心を持ち対応する ④

新会員へは、早くロータリー活動を楽しめるよう心配り

に努める ⑤例会の開会及び閉会は時間厳守を原則に、

司会進行を行う ⑥SAA だけでなく他の委員会と共に炉

辺会議を行い「楽しく活動するクラブ」を目指すための意

見交換を行う 
 

メンバーは、私と山中副 SAA、岡野和弘副 SAA、佐伯副

SAA、志賀副 SAA、下田育立副 SAA、神野副 SAA、中野副

SAA、中村副 SAA、村野副 SAA です。1 年間、よろしくお

願いいたします。 
 
 

※曳地 義正増強委員長 

（基本方針） 

まずは会員数 50 名を目標に増強

委員が全会員より情報提供を受

け、増強委員会を中心に会長・幹

事の協力を得て入会見込み者に

アプローチしたい 又、増強も大

切だが、退会者を出さないことも

重要なので各委員会及び会員と

コミュニケーションを計り対応していきたい 

（事業計画） 

①全会員が増強委員だと意識してもらいたい。そうした

中で増強委員が中心となり新入会員の獲得に努力して行

きたい ②退会者を出さない為には何をしたら良いのか、

新入会員が早くロータリーになじむにはどうすれば良い

のか、各委員会とも連携して対応を考えたい ③月 1 回

くらい例会後に委員会を開催し情報交換を行いたい 
 

メンバーは、私と本田副委員長、伊藤会員、岡野和弘会

員、岡野景子会員、志賀会員、西野会員、星野会員です。 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
 
 

※岡野 和弘広報・雑誌・ＩＴ・公共イメージ委員長 

（基本方針） 

当クラブの活動を地域の人々及

び他クラブの会員に知っていた

だくことを通じてロータリーの

公共イメージと認知度の向上を

目指す 

（事業計画） 

①ホームページを活用して当ク

ラブの活動を広く知っていただく ②ホームページ及び

会報の内容の一層の充実を図る ③各委員会とも意見交

換したり、また炉辺会議を行い委員間の親睦を図ること

によりよりよい広報に向けて意見を出し合う 
 

 メンバーは、私と今藤副委員長、足立会員、岩本会員、

岡野景子会員、白石会員、竹中会員、田畑会員、若杉会員

です。 

私もまだ入会して 3 年目ですので、先輩方の知恵を拝

借しながら進めていきたいと思いますので、1 年間よろし

くお願いいたします。 
  



●ニコニコ BOX発表  （足立 直隆親睦委員） 
 

 
 

◎渡邉会長 

各委員長の皆様、方針の発表よろしくお願いいたします 
 

◎芳見会員 

渡邉会長、佐々木幹事、理事、役員の皆様の船出を祝して

ニコニコします。 
 

○佐々木幹事 

各委員の方針発表宜しくお願いします。 
 

・今藤会員 

バッヂ忘れました。 
 

7 月結婚記念 

指田会員・下田育立会員・山中会員 
 

7 月誕生記念 

宇田川会員

●出席報告      （犀川 美佐緒出席委員） 
 

 
 

会員数  47 名 出席義務会員 45 名 

本日の出席 28 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定  （曳地 義正プログラム委員） 
 
 

7 月 20 日（水） 

新年度 各委員長活動報告Ⅱ 
 
 

●閉会点鐘         （渡邉 信義会長）

 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 


