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●本日の司会        （梶野 峰雄副 SAA） 

 

●開会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 

 

●本日のお客様 

米山奨学生 郭 敏榮さん 

 

●会務報告         （佐藤 義弘会長） 

 

本日、第１回地区会長幹事会があり

ました。重なっておりましたので、昭

島中央の例会を優先いたしました。 

7 月 7 日（木）NPO 法人「海外に子

ども用車椅子を送る会」の森田会長と

志茂様、当クラブからは私と中野会員、

内藤R財団委員長とで打ち合わせをし

てきました。その席上で、当初パラグアイを継続的に予定し

ていましたが、カンボジアもまだまだ車椅子が不足している

ということで、こちらも選択肢に入れて検討し、理事会等で

諮りたいと思います。 

7 月 20 日（水）昭島ロータリークラブの尾西会長と安保

幹事が例会にお見えになりますので、皆さんで盛大にお迎え

したいと思います。 

昨日、社会奉仕委員会の炉辺が行われました。小島委員長

をはじめ 9 名が出席して、東北地方岩泉町復興支援フェステ

ィバルの打ち合わせをしました。 

7 月 2 日（土）青少年交換留学生ホストクラブ会議へ私とと

もに西野会員に出席していただきました。 
 

●幹事報告         （蜂巣 義和幹事） 

 

各クラブから例会変更のお知らせ

がきております。メイクをされる方は

事務局に確認の上メイクをお願いい

たします。 

出席委員会ですが、退会された山岸

会員に変わり、犀川会員に入っていた

だくことになりました。 

会費についてのお願いを皆様にFAXにてお知らせいたしま

したのでよろしくお願いいたします。 

7 月 20 日（水）理事会を予定しておりますので、理事の

皆様出席のほどよろしくお願いいたします。 

●各委員長活動報告 （内藤 征一 R財団委員長） 

 

私はロータリー歴が長いのですが、

R 財団というのは一番分かりにくい

委員会で、ここに出るまでに 3 回ほど

地区の委員会に出席して勉強してき

ました。出席はしてもまだまだわから

ないこともありますが、R 財団という

のは要するに、活動資金を寄付してく

ださいということです。その寄付のなかには年次寄付と恒久

基金寄付の 2 つが主にありまして、年次寄付は皆さんの会費

の中から 100 ドルいただいて R 財団に寄付をしています。そ

れだけではまだまだ足りませんので、100 名以下の会員のク

ラブは最低でも 1名 1,000ドルの寄付をしていただきたいと

いう要請がきています。年次寄付というのは我々が寄付をし

てから、3 年後に地区へ 50％戻ってきましてそれを我々クラ

ブが活動資金にしています。我々のクラブは、車椅子などで

3、4 年続けて補助金という形でいただいてそれを活用してい

ます。恒久基金に関しましては同様に１人 1,000 ドルの寄付

をしてくださいという要請がきています。佐藤会長に聞きま

したら、今年度は年次寄付の 1,000 ドル（ポールハリスフェ

ロー）と恒久基金の 1,000 ドル（ベネファクター）で最低で

も 1 名ずつは出して欲しいという要望ですので、よろしくお

願いいたします。R 財団というのはなかなか分かりづらいと

ころがありますので、資料の中から分かりやすいところを抜

き出して皆さんにもお知らせしたいと思いますので、よく読

んで寄付できる方は協力をお願いいたします。 

 

●各委員長活動報告（工藤 開光職業奉仕委員長） 

 

まず皆さんに謝らなければなりま

せんが、今現在、各委員と相談してい

る最中ですので具体性に乏しくお話

することは出来ません。申し訳ありま

せん。決してサプライズを狙っている

わけではありません。 

今後の例会時に具体性が出てきま

したら発表いたします。 
 

●各委員長活動報告 （伊藤 満雄新世代委員長） 

 

何が出来るかと考えますと、歴代の

委員長さんが素晴らしい活動をされ

ておりますが、大きいところでは青少

年野球教室がありますので今年も同

様に事業計画に入っています。あとは

青少年交換事業の推進、昭島ロータリ

ークラブのインターアクト、ローター

アクトの活動支援協力、その他、地域の青少年育成に関する
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事業を検討して活動するということが項目に入っています。

野球は一番大事な事業ですがその他に、私と小島委員が柔道

関係で活動をしておりまして、毎年三多摩地区の子供達を

800 人から 1,000 人集めて大会をしているので、このような

事も少しずつ皆さんのご協力、ご支援をいただけたらと思い

ます。 

 

●各委員長活動報告  （渡邉 信義米山委員長） 

 

 何をやるのかよく分かっていませんが、

今月の 27 日にクラブ米山委員長会議が

ありますので出席をしてそこで勉強して

こようと思います。前年に前澤さんが委

員長をされておりましたので、そばで見

ていました。当クラブはカウンセラーク

ラブということで郭さんを受け入れてい

ます。私が 1 年間カウンセラーをやったのですが、優秀な米

山留学生でクラブのメンバーとも和気あいあいとしていた

だいて、カウンセラーとしては良かったと思います。 

米山というのは日本ロータリーくの生みの親である米山梅

吉さんを記念して、多くの国から奨学生を迎え入れて日本を

よく知ってもらおう、ロータリーの精神を分かってもらおう

という素晴らしい崇高な精神のもとつくられたものです。そ

れを行うにはお金はやはりついてまわるもので、米山奨学金

も寄付があります。皆さんにはご協力のほど、よろしくお願

い致します。 
 

●各委員長活動報告（小島 弘明社会奉仕・環境保全委員長） 

 

基本方針ですが、ロータリーの綱領

に準じて活動していきたいと思いま

す。特にロータリアン各自が、業務を

通じて社会に奉仕する事ができるよ

う活動してまいります。 

事業計画ですが、今年は毎年メイン

でやっているくじら祭りが中止とな

りましたので、代わりに昭島市が中心となって復興支援フェ

スティバルをやるということで動いています。昨日には第 2

回の炉辺を開かせていただきました。今年度の社会奉仕のメ

ンバーは、私より祭り関係にプロフェショナルな方達ばかり

なのでとても心強く感じております。今はフェスティバルに

全力を注いでいますが、その他に多摩川一斉清掃の参加があ

ります。こちらも出来るだけ皆様に参加していただいて地域

に奉仕出来るよう努力していきたいと思います。また、事業

計画には載せていませんでしたが、例年続いておりますペッ

トボトルキャップの収集も継続していきたいと思います。キ

ャップ 400個でポリオワクチン 1本が寄付できるそうなので

ご協力よろしくお願いします。 

私は祭りというのはずっとウィサーブではないかと思っ

ていたのですが、クラブの諸先輩方のお話を聞くとやはりこ

れはアイサーブなのだと、ロータリーとしてやっていく素晴

らしい行事なのだと思いました。これから、他の委員会と合

同の炉辺等々で意見交換などしていけたらよいなと思って

います。 
 

●各委員長活動報告（下田 安治奉仕プロジェクト委員長） 

 

奉仕プロジェクトは社会奉仕、新世

代、職業奉仕、国際奉仕の四大奉仕が

傘下です。メンバーをみますとご入会

間もない若い皆さんが多いので、方針

といたしましては四大奉仕それぞれの

活動を円滑に運営するため各奉仕委員

長と意志の疎通を計り、目標達成に努

めようと考えています。 

具体的に事業計画といたしまして、傘下の各委員会とそれ

ぞれの奉仕の意義と価値の勉強会を行おうと思っています。

まず各委員長さんと炉辺を行い、意思疎通をして、その後各

委員会を盛り上げていきたいなと考えています。特に社会奉

仕については、昭島中央ロータリーがなお一層地域社会に信

頼されるクラブでなければならないと考え、小島委員長と共

に、地域社会にロータリーを PR する様に積極的活動を行っ

ていこうと思っています。 
 

●ニコニコ BOX発表   （荒川 義昭親睦委員） 

 

 
 

◎佐藤会長 各委員長様、新年度活動報告よろしくお

願いします。 

 

○蜂巣幹事 各委員長様、よろしくお願いします。 
 

●出席報告     （伊藤 満雄副出席委員長） 

会員数 42 名 

出席義務会員 39 名 

本日の出席 23 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

●委員会報告 

 

曳地 義正 SAA 
21 日（木）SAA 委員会・親睦委員会合同炉辺会議がござい

ますのでご参加のほど、よろしくお願いいたします。 
 

岩崎 元直前幹事 
 昨年度の地区広報委員会から震災復興支援バッチが届い

ております。復興支援はロータリーでも引き続き支援してい

かなければならないということで、その気持ちを忘れないよ

うに作ったそうなので皆さんお帰りの際、お持ちください。 
 

小島 弘明社会奉仕委員長 
 フェスティバルについて、今分かっている概略を報告させ

ていただきます。当クラブは表に 2 コマ、奥に 2 コマのテン

トをお願いしてあります。何をやるかは、メインが子供達を

対象に釣りと輪投げとゴルフのパットということで進めて

おります。今一番悩んでいるのが時間の割り振りですが、決

まり次第皆さんにご報告したいと思います。 
 

●次週例会予定 （富田 すゑ子プログラム委員） 

7 月 20 日（水） 「 各 委 員 長 活 動 報 告 」

 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 


