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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「奉仕の理想」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

 
 

東京立川こぶしロータリークラブ 山田 修平様 

東京立川こぶしロータリークラブ 長坂 博隆様 

東京昭島ロータリークラブ       小山 善治様 
 

●会務報告         （佐藤 義弘会長） 

 

7 月 20 日（水）理事会での決定事項 

・8 月 7 日（日）の東北地方・岩泉町復

興支援フェスティバルを例会扱いとし、

8 月 10 日（水）を振替休会とさせていた

だきます。 

・佐々木稔郎様、清水吉仁様の入会が承         

認されました。 

・子ども用車椅子を送る事業について、今年度はパラグアイ

に代わりカンボジアを支援することが決定いたしました。 

・池田忠樹会員より休会の申し込みがありましたので承認い

たしました。 
 

7 月 13 日（水）の第 1 回クラブ会長・幹事会での決定事項 

・11 月 14 日（月）新会員セミナーが開催されます。入会 4

年未満の会員が対象で、各クラブより 3 名ずつ出席の予定で

す。 
 

7 月 21 日（木）東京昭島 RC へ会長・幹事で表敬訪問へ行

ってきました。同日、昭和の森芸術振興会の理事会へ会長が

出席しました。同日、SAA・親睦の合同の炉辺が行われまし

た。 

8 月 1 日（月）～8 日（月）昭島市内芸術家三人展が開催

されます。是非皆さんご覧になってください。 

9 月 11 日（日）「フォトコンテスト・あきしま」について

の説明会が開催されますので、興味のある方はご参加をお願

いいたします。 

2012 年 7 月より開始する日本からの交換派遣留学生を当

クラブより推薦しましたが、惜しくも選考から漏れてしまっ

たそうです。 

2012 年 5 月 19 日（土）に第 17 回全日本ロータリークラ

ブ親睦合唱祭が開催されます。クラブとして参加出来るのか

も含めて、ご検討いただきたいと思います。 

本日、米山奨学委員会セミナーに山中地区米山増進委員と

渡邉米山委員長に出席していただいております。 

カンボジア国王から感謝状が届いております。これはカン

ボジア教師育成支援プロジェクトに当クラブが 11 クラブと

合同で参加しているためです。 
 

●幹事報告         （蜂巣 義和幹事） 

 

旅費・委員会活動費等の清算手続き

を簡素化いたしました。例会場の事務

局の所に用紙を置いておきますので、

請求金額・必要事項を記入の上、提出

していただければ翌月に清算金を準

備いたします。 
 

●各委員長活動報告（渡部 克行広報・雑誌・ＩＴ委員長） 

 

前年度に引き続き広報・雑誌・ＩＴ

委員長を仰せつかりました。 

今年度はホームページを立ち上げ

るにあたって、個人情報の扱いを慎重

に行わなければならないので、これが

一番頭の痛いところです。ですから、

ホームページを開く前に、皆さんに一

度お見せしたほうがよいのではないかと思っています。 

会報委員会と共同でＩＴプログラムに協力するというこ

とで、既に今年度から事務局が会報を作成しておりますので、

紙質も見た目も良くなってきたと思います。会報のほうは優

秀な部員が集まっておりますので、今後もっと良いものが出

来てくると思います。一つお願いしたいのは綴じ穴を作って、

綴じこみ式にしていただきたいということです。 

ロータリーの活動をＰＲするということについては、復興

支援フェスティバルにおいて小島委員長の提案でロータリ

ーの活動を紹介したポスターを貼り出すことになりまして、

これは大変結構なことだと思います。 

広報、ＩＴの役割がクラブ活動のアピールになるよう努力

していきたいと思っています。我が広報委員会にはそうそう

たるメンバーが揃っておりますので、私の出る幕は無いかも

しれませんが、きっと良い方向に改善していくはずですので、

皆さん楽しみにしていただければと思います。 
 

2011～2012 年度クラブ運営方針 

「全員参加でさらなる活力」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 

2011 年（平成 23年）7月 27 日（水） 

第 1035 回 例会報告 
 



●各委員長活動報告（工藤 開光職業奉仕委員長） 

 

 基本方針は、社会的、経済的に厳しく

なり職業を通して何ができるかまた各委

員会と相談し地域における社会活動に参

加します。 

 事業計画は、①多摩川一斉清掃等の参

加。②職場見学。③各委員会その他と相

談し活動できることに参加する。です。

よろしくお願いいたします。 
 

●各委員長活動報告     （曳地 義正 SAA） 

 

私は初めて委員長を務めさせていた

だきますが、色々と不手際があったり、

スムーズにいかないこともあるかと思

いますが、ご意見・ご指導いただけれ

ばと思っております。 

基本方針は、会員同士が好意と友情

を深め、明るい挨拶の行き交う例会運

営に努め一致団結を目標に運営します。 

事業計画は、①来客、来訪者へ、心配りをしっかりと。②

準備を怠らずにスムーズな例会運営。③新会員・見込み会員

に対して、心ある挨拶を。です。よろしくお願いいたします。 
 

●各委員長活動報告（荒川 義昭プログラム委員長） 

 

 蜂巣今年度幹事が 3 年間プログラム

委員長を務めて非常にご苦労されたの

をみておりまして、果たして自分が出来

るのかと非常に心配で、皆様にご協力し

ていただかなければ、1 年間楽しく有意

義な例会を保つことは出来ませんので、

どうか皆様よろしくお願いいたします。 

 基本方針として、会長テーマ「全員参加でさらなる活力」

を達成する為に、各委員会と連携を図り、会員の皆様に有益

で魅力のある例会プログラムを目指します。 
 

●各委員長活動報告  （田畑 勝久会報委員長） 

 

 基本方針として、会報はＩＴ委員会と

共同でホームページで会報掲載をして、

そこからの会報発行、配布をめざします。 

 事業計画は、①会長、幹事、各委員会

の報告を毎週掲載する。②敏速な会報発

行に委員会全員で努力する。③正確で読

みやすい会報制作に写真を活用する。で

す。よろしくお願いいたします。 
 

●各委員長活動報告  （今藤 貫徳親睦委員長） 

 
 基本方針は、会員数が増加している

中、新旧会員が気兼ねなく情報交換が

出来るようにする。ということを挙げ

ております。 

事業計画は、①各委員会と協力し、

全員参加の例会を目指す。②懇親会等

に積極的な参加を促す。③ニコニコボ

ックスを明るく発表する。④炉辺会議 4 回を目標にしっかり

と行う。の 4 つです。 

早速、昨日会場監督委員会と合同で炉辺会議を開催させて

いただきました。出席率について、ピリピリしたクラブのほ

うが出席率が高いなどという話もありましたが、我々は親睦

委員会ですので、明るくやっていきたいなということで、ど

うしたら明るい例会でも出席率を上げられるのかと考えま

して、青葉会の時に、この期間だけでも 100％を目指そうと

いう話になりました。そこから何かが生まれてこないかなと

考えております。一つでも二つでも新しいことができ、各委

員会と協力して次年度へ向けてお手伝いが出来ればと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

●ニコニコ BOX発表  （比留間 章光親睦委員） 

 

○山田 修平様 長坂 博隆様 小山 善治様 
  

お世話になります 

 佐藤会長・蜂巣幹事一年間体に留意され

頑張って下さい 
 

◎佐藤会長 東京立川こぶしロータリークラブ山田

様 長坂様 東京昭島ロータリークラ

ブ小山様ご来訪ありがとうございます。 
 

◎比留間会員 昨日行われましたゴルフ部会で、山中さ

んと同ネットで取り切りを取らせて頂

きました。 

 

○蜂巣幹事 各委員長様、よろしくお願いいたします

お客様、ご来訪ありがとうございます。 
 

・鈴木会員 各委員長本日活動報告ありがとうござ

いました。 
 

●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 （岡野 景子広報・雑誌・ＩＴ副委員長） 

 

 現在、ホームページの作成を始めてお

ります。現状報告としましては、デザイ

ン等は全てあがりまして、あとは内容の

詰めを行っています。ドメインはさくら

インターネットさんというプロバイダー

を利用しまして、akishimachuo-rc という

ドメイン名を取得しました。実際には、

漢字で昭島中央などと入力すれば検索できるようにしたい

と思っています。今は、12 ページくらい出来あがっています。

ほぼ完成していますが、個人情報の関係でお名前を掲載して

よいものかどうかなどの検討をしています。 

 色々とクラブの活動が盛んですので、その都度イベントや

行事をアピールするためにホームページを活用していきた

いと思っておりますので、ご協力お願いいたします。 
 

●次週例会予定 （荒川 義昭プログラム委員長） 

 

8 月 3 日（水） 
 

「東北地方・岩泉町復興支援フェスティバルについて」 

小島 弘明社会奉仕・環境保全委員長 
 

新会員入会式 佐々木 稔郎様 清水 吉仁様 
 
 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 


