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●本日の司会        （西野 勝介副SAA） 

 

●開会点鐘         （平畑 秀東会長） 

 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

多摩中グループガバナー補佐 金丸 清泰様 

多摩中グループグループ幹事 浅見 省三様 

東京昭島ロータリークラブ会長 加藤 精一様 

東京昭島ロータリークラブ幹事 坡山 浩二様 

米山奨学生 ネジュリ・オセアンさん 
 

●会務報告         （平畑 秀東会長） 

 

7 月 11 日（木）地区の第 1 回クラブ会長・幹事会へ私

と伊藤幹事で行って参ります。同日、昭島ロータリーク

ラブさんの例会へ表敬訪問させて頂きます。 

 

●幹事報告         （伊藤 満雄幹事） 

 

7 月 10 日（火）第 41 回昭島市民くじら祭第 4 回実行委

員会へ、曳地会員と志賀会員に出席をして頂きました。 
 

●ご挨拶 

 

★多摩中グループガバナー補佐 金丸 清泰様 

今年度、ガバナー補佐を務めさせていただきます立川

こぶし RC の金丸と、グループ幹事の浅見でございます。

どうぞ 1 年間よろしくお願い致します。 

3 年に 1 回行われる RI の規定審議会が今年の 4 月に開

催され、当地区からは新藤パストガバナーにご出席を頂

きました。200 を超える審議議案があり、その中でも特に

クラブ運営に関する細かな規定の変更がございました。

このような変更点を皆様のお手元に手続要覧という形で

届くのが、10 月を過ぎるのではないかと思います。そこ

で皆様にお願いしているのが、ガバナー公式訪問の前に

これらの点をご検討いただき、クラブ細則の見直し等々

を行って頂ければと思います。 
 

★東京昭島ロータリークラブ会長 加藤 精一様 

先ずは、今年 4 月に行った当クラブ 45 周年記念式典に

は、多数の会員の方々にご参加頂き、誠にありがとうご

ざいました。中央クラブと私共のクラブは毎週、同じ屋

根の下で同じ食事をしながら例会を行っているわけです

ので、どうぞ 1 年間仲良くして頂き、ご指導願いたいと

思います。貴クラブは今年度 25 周年記念式典があるそう

で、その折には当クラブからも大挙して参加をさせて頂

きたいと思います。 
 

●新会員入会式       （浅見 勇会員） 

 

 
 

●新年度 各委員長 活動方針Ⅰ 

 

★下田 安治副会長兼創立 25 周年事業実行委員長 

基本方針は、会長の「継続は力なり」を念頭に、「地域

社会に信頼されるクラブ・地域社会に認められるクラブ」

を目指しやって参りたいと思います。 

事業方針は、25 周年事業が主になってくると思います。

昨今、中学生、小学生のいじめが多発して、自殺にまで

追い込まれるケースが発生し、全国的に問題になってい

ます。そこで、記念事業として、役所の教育関係者及び

市立中小の学校長、自治会のリーダーの方々に集まって

頂き、いじめ問題で大変努力をなさっている水谷修先生

をお呼びして、講演をして頂く予定です。また、水谷先

生のお書きになった「いじめ」に関する書物を、市内中

学校、小学校へ寄贈する予定です。 
 

★荒川 義昭ロータリー財団委員長 

基本方針は、ロータリー財団の活動及び意義の理解を

深め、積極的に財団プログラムに支援協力する、という

ことで、私自身も不勉強な所もございますので、1 年かけ

て、皆さんと共に勉強してロータリー活動に必要なスキ

ルを高めたいと思います。 

ロータリー財団というのは、ロータリアンが、健康状

態を改善して教育への支援を高め、貧困を救済すること

を通じて、世界中の親善と平和を達成出来るようにする

為の支援をする財団です。その中にポールハリスフェロ

ーという寄付があり、現在 1,000 ドルを 1 口としてお願

2013～2014 年度クラブ運営方針 

「継続は力なり」～クラブ独自性の継承を！～ 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 

2013 年（平成 25年）7月 10 日（水） 

第 1136 回 例会報告 
 



いをしております。こちらは年次基金として、ポリオプ

ラスを含め、世界中で使われるものです。それからベネ

ファクターというものがございまして、こちらは恒久基

金と呼ばれ、元本には手を付けず、収益で皆さんの活動

を手助けするものです。その他、世界中から平和に貢献

する未来のリーダーを支援することにも力を入れており

ます。 
 

★佐藤 義弘奉仕プロジェクト委員長 

奉仕プロジェクト委員会とは、組織図にございますよ

うに四大奉仕をする委員会ですが、役割としましては、

地元及び海外の地域社会を支援する、教育的人道的プロ

ジェクト並びに、職業奉仕プロジェクトの立案と実施を

援助し、他の団体やボランティア委員と協力して、奉仕

プロジェクト委員会の効果を最大限にすることが目標で

す。 

当クラブ社会奉仕委員会の活動といたしましては、今

年で 41回目を迎えるくじら祭への参加が決まっておりま

す。新世代委員会においては、昭島少年野球連盟の協力

を頂きながら、19 回目となります青少年野球教室の開催

を予定しております。職業奉仕委員会においては、例年

通り、職業見学会を予定しております。国際奉仕委員会

においては、今年でカンボジア教育支援プロジェクトを

実施予定です。 

基本方針：各委員会が相互に協力して各委員会の活動が

楽しく、円滑に行われるように努力する。 

事業計画：親睦と和を深めるために、炉辺を活用する。 
 

★内藤 征一クラブ管理運営委員長 

クラブ管理運営委員長は、組織図をみると 9 つの委員

会の上におります。各委員会の委員長を見ますと、皆さ

んそれぞれ立派な方達でありますので、今年もスムーズ

に進むのではないかと思います。何か問題がありました

ら、それぞれの委員会と協力しあって、相談しながら私

も参加して、やっていこうと思っております。 

 

●ニコニコ BOX発表 （渡邉 信義親睦副委員長） 

 

○東京昭島ロータリークラブ 加藤 精一様 

本日は平畑秀東会長、伊藤幹事の例会に来訪いたしまし

た。一年間お手やわらかにお願いいたします。 
 

・東京昭島ロータリークラブ 坡山 浩二様 

平畑秀東会長、伊藤満雄幹事、昭島中央ロータリークラ

ブの皆様一年間どうぞ宜しくお願いいたします 
 

◎平畑会長 

金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事、昭島 RC 加藤会長、

坡山幹事の来訪に感謝し。浅見会員の入会を祝して。 
 

◎内藤会員 

金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事、一年間、宜しく

お願い致します。 
 

◎渡邉会員 

初例会はカンボジアプロジェクトで欠席しました。新年

度で楽しみにしていたのですが 
 

○伊藤幹事 

金丸様 浅見様 御来訪、ありがとうございます 
 
 

○下田会員 

金丸ガバナー補佐 浅見グループ幹事ようこそ！ご指導

宜しくお願い申し上げます。 
 

○佐藤会員 

金丸ガバナー補佐 浅見グループ幹事 昭島ロータリー

クラブ加藤会長 坡山幹事 よろしくお願いします 
 

○西野会員 

金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事様 本年、ご指導

下さいます様宜しく、お願いいたします 
 

○本田会員 

金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事の来訪を祝して 

また、浅見様の入会を祝して。 
 

○芳見会員 

金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事の来訪を祝して 
 

・村野会員 

金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事様のご来訪を祝し

ます。今年度、宜しくお願い致します。 
 

7 月結婚記念 宇田川会員・指田会員・山中会員 

7 月誕生記念 滝野会員 
 

●出席報告      （田畑 勝久出席委員長） 
 

会員数  49 名 出席義務会員  47 名 
 

本日の出席 32 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告 
 

（鈴木 栄プログラム委員長） 

本日の例会終了後、第 1 回プログラム委員会を開催いた

しますので、委員の方はご出席をお願い致します。 
 

（曳地 義正社会奉仕委員長） 

6 月 30 日（日）国民体育大会デモンストレーションと

してペタンク大会が多摩スポーツセンターで開催され、

その開会式に出席をして参りました。 

くじら祭ですが、7 月 5 日（金）パレードの説明会があり、

荒川会員、志賀会員と共に出席致しました。7 月 9 日（火）

は第 4 回実行委員会に志賀会員と共に出席致しました。 

今後の予定ですが、7 月 12 日（金）に炉辺を行います。

7 月 22 日（月）第 5 回実行委員会が開催されます。8 月 1

日（木）くじらの整備が昭和分室で行われます。 

くじら祭のポスターが出来上がっておりますので、各自 1

枚づつお持ち帰り下さい。 
 

（渡邉 信義国際奉仕委員長） 

7 月 17 日（水）の例会終了後、昭和館 10 階「ダコタ」に

て炉辺を開催いたしますので、委員の方はご出席をお願

い致します。 
 

●次週例会予定  （荒川 義昭プログラム委員） 

 

7 月 17 日（水）新年度各委員長活動方針Ⅱ 
 

●閉会点鐘         （平畑 秀東会長）

 


