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●本日の司会       （志賀 義任副 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （渡邉 信義会長） 
 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

多摩中グループ ガバナー補佐 

鈴木 義明様（東京武蔵国分寺ロータリークラブ） 
 

多摩中グループ グループ幹事 

鏑木 孝和様（東京武蔵国分寺ロータリークラブ） 
 

米山奨学生 レーボリ カリン イレネさん 
 

●ご挨拶（多摩中グループガバナー補佐 鈴木 義明様） 
 

 
 

渡邉会長、ご就任おめでとうございます。大変な年にな

るかと思います。佐々木幹事がしっかりされていますの

で、大船に乗った気持ちで頑張ってください。 

ロータリーは大きく変わります。こんなのでいいのだ

ろうかという位、大きく変わります。ただ、これが現実で

す。クラブの歴史やカラーなど色々あると思います。規定

を取り入れながら、クラブでよくお考えになり、素晴らし

いクラブを作りあげていくのが、渡邉会長の宿題かと思

います。協議会では色々な質問も受けましたが、基本的に

はクラブの考え方を、充分に専行したクラブ運営をお願

いしたいと思います。 

どうぞ、1 年間よろしくお願い申し上げます。 

●会務報告         （渡邉 信義会長） 

 

鈴木ガバナー補佐からもござ

いましたように、今年度、規定審

議会において、各クラブにおける

ロータリーの在り方を変化して

よいということになりました。こ

れにつきましては、理事会で検討

したうえで、皆さんにお諮りをさ

せていただきたいと思います。半

年が過ぎた 1 月位に、皆さんとの協議が出来ればと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 私が仕事を辞めてから 4 年が経ちまして、テレビを見

ている時間が長くなりまして、今、騒いでいるのが「ポケ

モン GO」というゲームで、日本にはまだ配信されていな

いようです。それを作ったのが、日本の任天堂だそうで、

株価も相当に上がっているそうです。スマホを持ってい

る人しか出来ないそうで、私、先週の土曜日にスマホデビ

ューをいたしました。せっかく、ガラケーに慣れてきてい

たのですが、これが全く違うもので、苦しんでおります。

ガラケーを 8 年使っていたので、スマホも 8 年経てば何

とか機能の 5％くらいは使えるようになるのではないか

と思います。その間、皆さんにご迷惑をお掛けするかと思

いますが、温かい目で見ていただければと思います。 
 

●幹事報告        （佐々木 稔郎幹事） 

 

地区奉仕研究委員会より新サイ

ト「あなたの貢献でロータリーを

変えよう」開設のご案内がきてお

ります。 

ドメイン  
http://houshi-kenkyu.net/ 

掲載記事：私のボランティア活動、

知恵者の言葉 ほか 
 

7 月のロータリーレート 1 ドル = 102 円 
 

東京立川こぶしロータリークラブより事務所移転及びメ

ールアドレス変更のお知らせが届いております。 
 

新住所：立川市高松町 3-13-17 イグレック立川 501 号 

新メールアドレス：kobushi@cap.ocn.ne.jp 
 

本日の例会終了後、臨時理事会を開催いたしますので理

事の方々はご出席をお願いいたします。 
 

2016 年（平成 27年）7 月 20 日（水） 

第 1289回例会報告 



●新年度 各委員長 活動方針Ⅱ 
 

※山中 秀一ロータリー財団委員長 

（基本方針） 

本年度ロータリー財団 100周年と

いうことで、協力できるよう努め

る 

（事業計画） 

①年次寄付 会員 1名 150ドル以

上（1000 ドル以上の寄付者をポー

ルハリスフェローという） ②ポ

リオ撲滅寄付 2018 年に撲滅を目指す為、2650 ドル以上

の寄付 ③恒久基金寄付 1000 ドル以上の寄付者をベネ

ファクターという 
 

ポリオはウィルスによって感染します。世界中でも 1番

ロータリーがポリオ撲滅のために動いています。ロータ

リーでは 1985 年に開始した予防接種を 122 ヶ国で 20 億

人近い子供達が受けています。現在はポリオプラス（はし

か、ジフテリア、破傷風、百日咳、結核を追加）に名称が

変更されております。 
 

※山中 秀一情報委員長 

情報委員会（私、内藤副委員長、星野委員）は青葉会（3

年未満の会員）のメンバーに対して、色々教えていこうと

いう委員会でございます。 
 

（基本方針） 

ロータリーとは何か。その理念、歴史、組織を学び、会員

の特典と責務、および最新の情報など一層の理解を深め

るよう努力する。 

（事業計画） 

①ロータリーの目的、綱領、特に出席する事など初歩的大

要をよく理解する ②経験豊かな会員との解放的な家庭

集会（炉辺会合）を実施し、会員相互の融和を促進する 

③プログラム委員会、会報委員会と緊密に連携をはかり、

特別月間や地区大会などに出席の協力を呼びかける 
 

※田畑 勝久出席委員長 

 

 
 

（基本方針） 

楽しく活動するクラブを目指して出席率 80％達成 

（事業計画） 

①例会での出席率発表 

②前年同様 FAX を送り出席率アップを図る 
 

なお、前年度は欠席の方のみ返信をお願いしていまし

たが、本年度は渡邉会長の意向もあり、出席の方も返信を

お願いいたします。 
 

メンバーは私と椎名副委員長、石岡会員、小山会員、犀

川会員、鈴木会員、津乗会員、平畑会員、渡部会員です。 

1 年間、よろしくお願いいたします。 
 

※鈴木 栄社会奉仕・環境保全委員長 

（基本方針） 

日頃、お世話になっている地域社

会に感謝し、地域における社会活

動及び事業活動に奉仕するをテ

ーマとして、各委員会と連携しク

ラブ会員に協力を求めて実行す

るように努めます 
 

（事業計画） 

①第 44 回昭島市民くじら祭への参加（ミニ SL の運営、

パレードへの参加・・・大くじらの牽引 

②多摩川一斉清掃への参加 
 

メンバーは、私と指田副委員長、荒川会員、石岡会員、

宇田川会員、岡野景子会員、小山会員、佐伯会員、志賀会

員、須田会員、田畑会員、内藤会員、中村会員、若杉会員

です。くじら祭もあと半月となりまして、会員の皆さんの

ご協力が不可欠ですので、どうかよろしくお願いたしま

す。 

 

※佐伯 勉職業奉仕委員長 

（基本方針） 

職業奉仕とは、ロータリークラブ

の基本であり原点である上で、多

種多様の職業を営んでいる集ま

りであり、お互いの事業上の利益

の促進を高めると共に、会員同士

の信頼と親睦を深め、自らの事業

能力を高め、社会に貢献し、顧客

の信頼と満足を得る責務と考え、その理念を実践して行

く様、会員の皆様と共に努力して行きたいと思います。 

（事業計画） 

①職業奉仕活動として、職業見学会を実施する ②会員

の皆様の事業内容を紹介していただくための、卓話をお

願いする ③職業奉仕の理念と現実を考え、座談会（炉辺）

を行う 
 

メンバーは、私と下田安治副委員長、岡野景子会員、佐

藤会員、清水会員、神野会員、津乗会員、中村会員、西野

会員、星野会員、村野会員、芳見会員、渡部会員です。 

今年 1 年間、会員の皆様のお知恵をお借りしながら頑

張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 
 

※岩本 勝宏国際奉仕委員長 

まず初めに、今年度の車椅子事業

に関して、財団の地区補助金が受

けられないこととなりましたの

で、それをお詫び申し上げます。

メンバーは、私と須田副委員長、

浅見会員、伊藤会員、椎名会員、

下田育立会員、白石会員、竹中会

員、田畑会員、中野会員、曳地会

員です。車椅子事業ですが、地区補助金は受けられません

が、それでも中止にはしたくないと思いまして、車椅子の

会の森田さんとも相談をしまして、規模を縮小してでも、

やらせていただこうということになりました。世界には、

車椅子が必要な子供達がたくさんいるそうです。その話

を聞きまして、是非やりたいと思いました。皆さんにもご

迷惑を掛けると思いますが、ご協力の程、よろしくお願い

いたします。 



※内藤 征一米山記念奨学委員長 

今年度は、米山奨学生のカリン

さんをお預かりしています。まだ

入ったばかりですので、親睦も深

まってはいないと思いますが、こ

れから徐々に仲良くやっていけ

ればと思います。 

 メンバーは、私と犀川副委員長

と岡野和弘会員です。犀川さんは

カウンセラーですので、よろしくお願いいたします。渡邉

会長は地区の米山推進委員をやっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

私事ですが、昨年はロータリー財団委員長で、今年は米

山委員長ということで、寄付、寄付と続いております。当

クラブはそれなりに寄付をしております。地区から言わ

れている目標額は、1 人 2 万円です。今後、皆さんに余裕

がございましたら、是非、米山に寄付をお願いいたします。 
 

●ニコニコ BOX発表  （右崎 正人親睦委員） 
 

 
 

◎渡邉会長 

鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事のご来訪に感謝し

て。委員長、新年度の活動方針よろしくお願いいたします。 
 

◎津乗会員 

入会 2 年目を迎える事が出来ました。これからも皆様方

のご指導よろしくお願い申し上げます。 
 

○佐々木幹事 

ガバナー補佐鈴木さん、グループ幹事鏑木さん、訪問あり

がとうございます。 
 

・石岡会員 

各委員長様 活動方針よろしくお願い致します 
 

・今藤会員 また、バッヂ忘れました。 
 

・岩本会員 ニコニコします。 

 

・右崎会員 

内藤会員、若杉会員、鈴木会員、柴田会員、先日は多摩カ

ップ参加ありがとうございました。若杉会員、最終予選が

んばって下さい。 

 

・鈴木会員 先週例会休みまして、すみません。 
 

・田畑会員 ウェルカムドリンク最高 
 

・西野会員 

鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事のご来訪を感謝し

て！！ 
 

・芳見会員 

ウェルカムドリンクデーはニコニコしましょう。 
 

・若杉会員 

クジラまつり皆様でガンバリましょう。 
 

●出席報告      （椎名 正明出席委員） 
 

 
 
 

会員数 47 名 

出席義務会員 45 名 

本日の出席 35 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定 （浅見 勇プログラム副委員長） 
 
 

 

7 月 27 日（水） 
 

新年度 各委員長活動報告Ⅲ 

＆ 

くじら祭について 

（鈴木栄社会奉仕委員長） 
 
 

 

●閉会点鐘         （渡邉 信義会長）

 
 
 
 
 
 
 

   
 

本日 ウェルカムドリンクデー！！ 


