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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） 

 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

東京武蔵国分寺ＲＣ 副会長 井口 敏之様 

東京武蔵国分寺ＲＣ 幹事 本田 幸雄様 

東京武蔵国分寺ＲＣカウンセラー 遠藤 美知子様 

米山奨学生 郭敏榮さん 

交換留学生 ガブリエラさん 
 

ＮＰＯ法人海外に子ども用車椅子を送る会 

会長 森田 祐和様 
 

●会務報告         （佐藤 義弘会長） 

 

12 月 10 日（土）クラブ代表者会議及びクラブ会長会に

行って参りました。主な議題は 2010 年の財務報告、地区

大会、タイの国際大会についてなどでした。 

理事会の承認を得まして、当クラブからタイに洪水被

害の義援金 43,000 円を送りました。 
 

●幹事報告         （蜂巣 義和幹事） 

 

12 月 19 日（月）東京武蔵国分寺ＲＣのクリスマス例会

にご招待いただき、出席をして参りました。本日お越し

の井口様、本多様、遠藤様、本当にありがとうございま

した。 

12 月 7 日（水）の理事会で佐々木会員が社会奉仕委員

会に所属する事が決定いたしました。 

事務局が 12 月 29 日（木）～1 月 4 日（水）までお休み

になります。 
 

●ご挨拶（東京武蔵国分寺ＲＣ副会長 井口 敏之様） 

 

本日はお招きありがとうござ

います。また、当クラブの忘年移

動例会にご参加いただいた蜂巣

幹事、西野元ガバナー補佐、中野

カウンセラーありがとうござい

ました。 

本日所用のため、欠席させていた

だきました尾崎会長よりメッセージを預かっております

ので、これをもってご挨拶に代えさせていただきます。

「本日は交換留学生ガブリエラさんと貴クラブの接点を

設けるという佐藤会長の提案で実現いたしました。3 月

11 日の東日本大震災及び福島第一原発の事故に伴い当時

来日していた交換留学生は全員すぐに帰国することにな

りました。7 月来日生も例年では 8 名のところ、4 名の希

望者だけでした。そのうちの一人がガブリエラさんです。

1 クラブでは受け入れが困難ということから 2 クラブが

ホストクラブを務めるという新しい試みで受け入れが決

まりました。貴クラブには啓明学園との交渉という大変

なところを担当していただき本当にありがとうございま

した。また、今後ホストクラブとしてよろしくお願いい

たします。 

11 月 22 日（火）に行われました創立 20 周年記念チャ

リティーゴルフ大会にご協力いただきありがとうござい

ました。今回の収益は陸前高田の復興支援に使わせてい

ただく予定です。 

来年 4 月 16 日（月）に創立 20 周年式典を開催いたし

ます。その際にはよろしくお願いいたします。」 
 

●ご挨拶（ＮＰＯ法人海外に子ども用車椅子を送る会 

会長 森田 祐和様） 

 

日頃よりお世話になっておりま

す。まずは、今後の予定ですが、整

備をした車椅子80台は1月10日（火）

コンテナ積載をいたします。 

私は今月 1人でエチオピアに視察に

行って参りましたが、現地に行って

感じるのは想像以上に子供達の置

かれている環境が劣悪で過酷だということです。13 歳の

女の子がおりまして学校には通っていないのですが、「こ

んなに貧しい私に車椅子をくれてありがとう」という一

言が私に重くのしかかって今でも頭から離れません。カ

ンボジアで待っている子供達も同じ様な環境で学校にも

行けず、外にも出られず暗い部屋の中で過ごしているこ

とでしょう。車椅子がありたった 1 メートル外に出られ

るだけで相当に気分が変わるでしょうし、明るく希望を

持って生きていけると思います。 

今回も皆さんのご協力のお陰でカンボジアに 80台を送

り出すことが出来ることを嬉しく思いますし、現地での

子供達の声を皆さんにお届け出来ればと思います。 
  

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）12月 21日（水） 

第 1054 回 例会報告 
 



●次年度役員理事発表（柴田 康好会長エレクト） 
 

 
会長 柴田康好 

幹事 荒川義昭 

会長エレクト  平畑秀東 

副幹事   伊藤満雄 

副会長 佐藤義弘 

会計 梶野峰雄 

ロータリー財団委員長 山中秀一 

奉仕プロジェクト委員長 内藤征一 

クラブ管理運営委員長 下田安治 

社会奉仕委員長 石岡孝光 

新世代委員長 田畑勝久 

増強選考分類委員長 前澤外喜男 

会場監督 本田征勇 

親睦委員長 小島弘明 

●出席報告      （石岡 孝光出席委員長） 
 

会員数  44 名 出席義務会員  41 名 

本日の出席 44 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告    （伊藤 満雄新世代委員長） 
 

第 17回青少年野球教室を 12月 25日（日）に行います。

雨天の場合は拝島第 4 小学校で行います。全員参加でお

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） 
 

12 月 25 日（日）  第 17 回青少年野球教室 
 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 
 
 
 

 
 

●ニコニコ BOX発表 （今藤 貫徳親睦委員長） 
 

◎東京武蔵国分寺ＲＣ様 

 本日はお招きを頂きまして誠にありがとうございます。楽しく過ごさせて頂きます。よろしくお願いします。 

◎佐藤会長 メリークリスマス 

◎伊藤会員 クリスマス会おめでとうございます 

◎柴田会員 メリークリスマス！三人孫の一番上、大紀が早稲田実業高等部に進学、末の歩が初等部に無事合格おめでとう！ 

◎清水会員 いつも欠席ですみません。 

◎下田会員 クリスマス例会祝してニコニコ 

◎内藤会員 メリークリスマス、用事があり出席できず残念です。代わりに、スマートな美人がニコニコします。 

◎西野会員 メリークリスマス、武蔵国分寺ＲＣの皆様、交換留学生ガブリエラさんを歓迎いたします。 

◎平畑会員 本日は、家内共々、宜しくお願いいたします。 

◎星野会員 クリスマス例会を祝し 

◎本田会員 メリークリスマス 

◎村野会員 クリスマス例会を祝すと共にこの会を設営してくれた親睦委員会・新世代委員会の皆様に感謝して。 

○蜂巣幹事 クリスマス例会、おめでとうございます。 

○石岡会員 クリスマス例会を祝して。 

○今藤会員 25 年前の本日、入籍しました。 

○小島会員 クリスマス例会を祝して！！ 

○須田会員 クリスマス会及び 1 年間ありがとうございます。 

○中野会員 メリークリスマス 

○渡邉会員 

・岡野会員 メリークリスマス！！ 

・梶野会員 メリークリスマス、少し早いけどハッピーニューイヤー 

・工藤会員 メリークリスマス 

・小山会員 クリスマスおめでとうございます。 

・犀川会員 メリークリスマス、素敵な一時をありがとうございます。 

・佐伯会員 クリスマスパーティーを祝して  

・佐々木会員 

・鈴木会員 クリスマス例会を祝して 

・田畑会員 メリークリスマス 

・富田会員 素敵なクリスマスをありがとうございます。 

・曳地会員 メリークリスマス！ 

・比留間会員 メリークリスマス！！ 

・前澤会員 メリークリスマス 

・山中幸子会員 来年は平安な 1 年でありますように。 

・山中秀一会員 クリスマス例会を祝して。 

・芳見会員 メリークリスマス 

・若杉会員 メリークリスマス久しぶりですいません。 

第二部 クリスマス会 


