
Ｐ 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （曳地 義正 SAA） 

 

●開会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 

●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 

東京昭島ロータリークラブ会長 尾西 文郎様 

東京昭島ロータリークラブ幹事 安保 満様 

●ご挨拶   （東京昭島 RC会長 尾西 文郎様） 

 

 昭島中央ロータリーに参りますと、顔見知りの方がたくさ

んいらっしゃるので安心しきってしまって、話がスムーズに

いきません。今年はガバナー公式訪問、合同例会等でご一緒

する機会が多いと思いますので、どうかよろしくお願いいた

します。 

●ご挨拶    （東京昭島 RC 幹事 安保 満様） 

 

今年は地区の補助金委員長も務めておりますので、補助金

申請の際には特別に便宜を図りたいと考えておりますので

よろしくお願いいたします。また、昭島中央さんからは比留

間委員という非常に貴重な戦力を補助金委員会へ出向して

いただいておりまして、ありがたい限りでございます。また

今後ともよろしくお願いいたします。 
 

●会務報告         （佐藤 義弘会長） 

 

尾西会長、安保幹事様には 10 月 13 日（木）のガバナー公

式訪問、合同例会とよろしくお願いいたします。そして、安

保幹事は地区補助金委員会の委員長をされております。当ク

ラブの車椅子を送る事業にも補助金をお願いしています。 

本日、初例会の会報が皆様のお手元にあるかと思います。

大変素晴らしく出来ております。これは本田年度、山中年度

に渡っての改革である会報を事務局で手作りしようという

成果が実りまして、また会報委員会、事務局の羽鳥さんのお

陰を持ちまして、このような会報が出来上がりました。今後

ともよろしくお願いいたします。 

7 月 27 日（水）第 1 回米山奨学委員長セミナーに渡邉委

員長に出席していただく予定です。 

地区からのお知らせで「若年層の増強に関する支援につい

て」ということで 35 歳未満の会員の地区分担金を半額にす

るという通知がありました。残念ながら、当クラブには該当

者はおりませんでした。 

 

●幹事報告         （蜂巣 義和幹事） 

 

本日の例会終了後、理事会を予定しております。理事の皆

様、ご出席の程よろしくお願いいたします。 

 

●各委員長活動報告（石岡 孝光国際奉仕委員長） 

 

私が入会させていただいてから足掛け 3 年で、実際には丸

1 年が経ち 2 年目に入ったばかりでございます。国際奉仕と

言いましても、テーマが大きすぎて何をしたらよいのか分か

らないというのが実際のところです。概況書に載せた基本方

針・事業計画も前年度、前々年度の委員長さんのものを大幅

に参考にさせていただきました。 

基本方針は、「世界的な環境悪化、経済的にも緊迫する国

際情勢の中で、次世代の為にも、国際平和や環境保護など“よ

り住みやすい世界”に変えていけるような国際奉仕プログラ

ムに取り組む。」といたしました。 

事業計画としましては①パラグアイへ子ども用車椅子を

送る事業の継続。←こちらはカンボジアになる予定です。②

ポリオ撲滅運動の推進。③被災地への復興支援。←こちらは

グローバルな視点で見てもまずは日本をしっかり立て直し、

我々の足元を固めることが国際奉仕に直結するのではない

かと思います。④発展途上国の子供たちの教育と健康に対す

る支援。という 4 つのテーマを決めさせていただきました。 

車椅子事業に関しては昨年、整備や梱包などをお手伝いし

てなんとなくは分かっていますが、それ以外に関しては分か

っていない状況ですので、1 年間力不足で頼りない委員長に

なるかと思いますが、皆様のお知恵とお力を拝借しながら少

しずつ頑張っていこうと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

●各委員長活動報告  （石岡 孝光出席委員長） 

 

 基本方針は、出席率向上の為、出席意欲を高められるよう

な明るく楽しい雰囲気作りに努める。といたしました。 

 事業計画は、①点呼、集計の迅速化。②会員の興味を惹く

例会プログラム。③出席をうながすアナウンスに努める。と

いう 3 つのテーマを決めさせていただきました。一度小島先

生の紹介で食事にお邪魔した時に、昭島中央はすごく明るく

雰囲気が良いなと思いました。このような所というのは、目

的とすることは堅いことを求めていますので、明るく楽しく

なければ人は集まってきません。ですので、とにかく雰囲気

作りに努めたいと思います。出席率に関しては毎回 70％～

80％をボーダーラインにして、皆様に出席していただけるよ

うなプログラムをプログラム委員会と連携しながら作って

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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第 1034 回 例会報告 
 



●各委員長活動報告（西野 勝介クラブ管理運営委員長） 

 

私は昨年、役職で多摩中 12 クラブの例会に 40 回出席させ

ていただきました。明るいクラブが良いのか、緊張して堅苦

しいクラブが良いのかというと、後者は出席率が良く、前者

は出席率が悪いです。12 クラブをまわってそのように感じま

した。出席率が良いクラブに行くと自分自身でも緊張します。

皆の目がロータリーの奉仕の心を持って輝いていて、自分に

向けられる目が、厳しく見えるから緊張するのです。出席率

が悪い所は自分も安心するのですが、皆の目もなんとなく沈

んでいるような気がします。ですので、ロータリーは楽しく

と言いますが 1 番の基本は出席ではないかと思います。出席

率に関してですが、創立時の星野初代会長の時には年間 5、6

回 100％出席がありました。それ以外では平均 90％以上の出

席率で、最低でも 80％はありました。2 年目、3 年目でも 80％

の出席率でした。この頃は出来立てのクラブということもあ

り会員同士が相当緊張していました。 

 例会によっては、昭島中央クラブになくて他にあるものも

たくさんありますし、昭島中央のものは他に行くと全部同じ

ことをやっています。クラブ管理運営ということでは今年度、

会報は羽鳥事務局員が全部テープを起こしてくれるという

ことなので、会報は情報の源ですから早く確実に出していた

だきたいと思います。 

 今年の委員長は皆入会 3 年未満の方がほとんどですが、特

に SAA などは、パスト会長などの入会 10 年以上の会員がや

ることが多いです。でも、新しいからいけないということで

はなくて、どんな団体であってもその人の意欲や熱意、責任

感を持ってやり遂げれば、楽しく素晴らしい例会が持てるで

しょうから、是非 1 年間委員長を全うしていただきたいと思

います。 

●各委員長活動報告（西野 勝介長期計画委員長） 

 

 私を含めて5人のパスト会長でこの委員会をさせていただ

きます。昨年の内藤委員長の計画は創立 25 周年へ向け会員

数 50 名を目標としていましたが、今年も当然継続してやっ

ていきたいと思います。それから RI の長期計画である人道

的社会奉仕や青少年に向けての活動とロータリーの公共的

なイメージをアップさせるということなどを鑑みて計画を

立てていきたいと思います。 

RI の強調事項の中に、継続していくことと変えるというもの

は変えなくてはならないということがあります。当クラブで

も新年度が始まると、野球教室はやるものだという状況にな

っていますが、私がクラブ運営と長期計画の委員長になって、

何が 1 番必要かと考えると、全員で話し合い議論する協議会

の様なものではないかと思います。新しい会員が半数になっ

ていますので、その半数の方たちの意見を取り入れられるよ

う、クラブ協議会などで討論していただけたらと思います。 
 

●各委員長活動報告（前澤 外喜男増強・選考・分類委員長） 

 

私は委員長 4 年目でございます。私が考えるにロータリー

は人です。武田信玄の言葉に「城は人なり」という有名な言

葉があります。クラブも同じだと思います。会員 50 名にし

たいという目標を一昨年から掲げて、星野創立会長と共に頑

張っています。今年は何とか達成したいと思いますので、皆

様どうかよろしくお願いいたします。 

 8 月は増強月間でございます。例会の 1 回を増強協議委

員会とし、皆さんと協議したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

●各委員長活動報告  （中野 勝夫情報委員長） 

 

情報委員会は会員の皆様に、ロータリーに関する幅広い知

識、新しい情報などをお知らせする委員会です。具体的な活

動としては、新しい会員に対する研修、１つのテーマに沿っ

た炉辺会談などを考えています。私はロータリーに入って良

かったと思っていただくこと、親睦を通して共に楽しむとい

うことは非常に大事なことだと思いますが、もうひとつロー

タリー活動の中から、喜びや生きがいを見出すことが出来れ

ば、例会にも楽しくおいでいただけるのではないかと思って

います。 

今年度はブラジルからの交換留学生を半年間お預かりす

ることになっており、西野会員にホストファミリーを引き受

けていただくことになっています。交換留学生を預かるとい

うことは非常に大変なことですが、その中に意気込みや生き

がい、ある面では楽しさを味わえると思いますので、皆様に

ホストファミリーを受けていただきたいと思います。情報委

員会の考え、また私が今年度留学生のカウンセラーを担当す

るという立場からも是非よろしくお願いいたします。 

 

●ニコニコ BOX発表  （今藤 貫徳親睦委員長） 

 

◎東京昭島 RC 会長 尾西文郎様 

 本年度昭島ロータリークラブの会長を

勤めます尾西文郎です。本日は幹事の安

保さんとごあいさつに参りました。今年

一年よろしくお願いします。 

○佐藤会長 尾西会長・安保幹事ご来訪ありがとうご

ざいます。 

○蜂巣幹事 昭島ロータリークラブ尾西会長様、安保

幹事様ご来訪ありがとうございます。ま

た、各委員長様、よろしくお願いします。 

・今藤会員 尾西会長・安保幹事ご来訪ありがとうご

ざいます。 

・小島会員 尾西会長・安保幹事ご来訪ありがとうご

ざいます。 

・西野会員 尾西会長・安保幹事ご来訪に感謝！！ 

・山中会員 尾西会長・安保幹事のご来訪を祝して 
 

●出席報告      （石岡 孝光出席委員長） 

会員数 42 名  出席義務会員  39 名 

本日の出席 21 名（メイクによる出席者数を除く） 

●委員会報告 （前澤 外喜男増強・選考・分類委員長） 

 

先般、お客様としていらっしゃいました佐々木稔郎さんに

入会申し込みをいただきました。本日の理事会を経て、1 週

間事務局に告示いたします。 
 

●次週例会予定 （荒川 義昭プログラム委員長） 

7 月 27 日（水） 「各委員長活動報告」 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 


