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●本日の司会        （小島 弘明副SAA） 

 

●開会点鐘         （平畑 秀東会長） 

 

●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 

 

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） 

 

8 月 1 日（木）にくじら祭の準

備、3 日（土）、4 日（日）はくじ

ら祭、5 日（月）に後片付け等ござ

いますので、皆様ご協力よろしく

お願いいたします。 
 
 
 

●幹事報告         （伊藤 満雄幹事） 

 

8 月 22 日（木）昭和の森芸術文

化振興会主催の講演会と懇親会が

開催されます。出席をご希望の方

は、事務局までお願いいたします。 

クラブからの色々なお知らせを、

ファックスにて皆様にお知らせし

ておりますが、出欠の返信につい

ては確実にしていただきますよう

お願いいたします。 

7 月 17 日（水）国際奉仕委員会の炉辺会議を行いまし

た。 

7 月 22 日（月）SAA・親睦・出席・プログラムの 4 委

員会合同炉辺会議を行いました。 
 

★前澤 外喜男増強委員長よりご報告 

待望の 50 人目の入会届を頂きました。本日、持ち回り

で理事会承認を頂きましたので、ご報告いたします。お

名前は神野次郎さんです。明日より、事務局にて 1 週間

掲示いたします。 
 

●新年度 各委員長 活動方針Ⅲ 

 

★星野 宗保選考分類委員長 

まあ何と言っても、当クラブの

夢が実現しました。 

本田会長年度の時に、とにかく会

員を 50 名にという事で、達成した

ら、本田会長が私を料亭に連れて

行ってくれるというので頑張りま

した。 

柴田直前会長の息子さんにこの

間入会していただき 48 名になり、49 人目にはこのホテル

の本家である昭和飛行機の浅見さんに入会をして頂きま

した。それから 50 人目の方に目処がつきました。その方

が入ったら、例会は 5 分でいいので、このクラブをあげ

て大宴会をしましょう。 

50 名を達成出来るのはいいけれども、2 名程、危ない

人がいるそうです。その方達にはとにかくあと二人入会

したら辞めていいですよ、と言いたいものです。そうす

れば、常に 50 名クリアです。50 という事は、50 掛ける

会費ですから、これが大事です。 
 

★滝野 昌之情報委員長 

ロータリアンとして必要な知識

を、皆さんに伝えることが、情報

委員会の役目です。情報委員会と

広報委員会は、なんだか似たり寄

ったりな所があるようですが、文

献に依りますと、広報委員会とは

対内的なものであるのに対して、

情報委員会は対外的なものである

そうです。 

情報を普及するためには、自分がロータリーの事をもっ

とよく勉強しなければなりません。委員に素晴らしい方

がたくさんいらっしゃいますので、協力してやって参り

たいと思います。定款、細則を見ればロータリーのこと

は大体分かりそうですが、何年かに一度改定されるよう

ですので、注意深く見ていかなければなりません。また、

手続要覧やロータリーの友などを参考にして、皆さんに

情報を伝えていかなければならないと思います。 

例会はもとより、合同例会、地区大会、IM などへの出

席を率先してお願いすることや退会防止も情報委員会の

役目だと思っております。  

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 24 日（水） 

第 1138 回 例会報告 
 



★犀川 美佐緒広報・雑誌・IT委員長 

委員会として、炉辺などはまだ

開いておりませんが、ホームペー

ジは随時更新しております。ホー

ムページを通して当クラブの活動

を昭島市民だけではなく、広く社

会に広報出来ればと思っておりま

す。 

また雑誌ですが、ロータリーの

友は横書きと縦書きの部分がございます。横書きはロー

タリーとしての特集や情報が載っており、縦書きには各

クラブの情報交換が載っているということです。炉辺で

ロータリーの友の勉強会を開き、その成果を例会で皆さ

んに発表出来ればと思います。 
 

★村野 靜男会場監督（SAA）委員長 

SAA というのは、Sergeant at 

Arms の略語で軍の軍曹という意

味を持つ、例会を取り仕切るため

に重要なポストです。ロータリー

の出発点、そしてロータリーに一

番必要なものは何かと言いますと、

やはり親睦です。親睦無くして奉

仕は続いていきません。ロータリ

アンになってどこでその親睦を見つけ出すかというと、

最初は例会場です。新しく会員になって、例会に出席し、

隣の人達と話し合いをして、そこから色々なことを学ぶ

わけです。ですから、例会場はとても大切なものです。

そこには当然、風紀と気品が必要ですので、例会の番人

が必要なわけです。赤いタスキをして、皆さんやお客様

を迎え、席順も毎回配慮をします。 

SAA だけでなく、皆さんも SAA になったような気持ち

で例会に臨んで頂ければ、このクラブももっと素晴らし

いクラブになると思います。我々SAA も頑張りますので、

皆さんもご協力をよろしくお願い致します。 
 

★岡野 景子親睦委員長 

基本方針としまして、会員相互

がより一層親睦を深められるよう

努力していきたいと思います。 

事業計画としまして、ニコニコ

ボックスの発表を確実に明るく発

表したいと思います。また、各委

員会と協力し全員参加の例会、各

事業がスムーズに行われるように

努めて参りたいと思います。大きな事業としましては、

今年創立 25 周年記念事業がございますので、下田実行委

員長のもと精一杯頑張ります。 
 

★田畑 勝久出席委員長 
 

委員会としては、例会にあまり

出席しない方に、勉強会をしたり

時にはお酒を飲んだりして、電話

連絡をするなど出席意欲が出るよ

うに促したいと思います。 

★渡邉 信義国際奉仕委員長 

国際奉仕と言いますと、すごく

大きなものに思えて焦点がぼけや

すくなりますが、現実のところは

日本一国で成り立っていることは

何もないわけです。全て他の国と

の関係の中で色々な事が生まれて

います。そう考えることから、親

善や平和が生まれてくるのだと思

います。これは会員の皆さん一人一人が感じて頂くこと

で、我々委員はそのお手伝いをする役目です。 

事業計画として、今年度奨学生として来て頂いている

オセアンさんと交流を深め国際感覚を身につけ奉仕活動

を行いたいと思います。子ども用車椅子を海外に送る事

業については、今年度は行わないということが、先日の

会議で決定いたしました。カンボジアの教育支援プロジ

ェクトについては、継続して行っていく予定です。 
 

★工藤 開光会報委員長 

基本方針 

例会、各行事や委員会活動の情報

を読んでいただくために、わかり

やすく掲載する。 

事業計画 

・会長、幹事、各委員会の報告を

毎週掲載する。 

・楽しく読みやすい会報にする。 

●ニコニコ BOX発表  （春日 隆志親睦委員） 

 

◎平畑会長 

昭島市医科講演会で骨粗しょう症を予防しようの講師を

務めましたので。 
 

・春日会員 

先日、多摩カップ地区予選、日帰り旅行が無事に終わり

ましたので。 
 

●出席報告      （宇田川 泰弘出席委員） 
 

会員数  49 名 出席義務会員  47 名 
 

本日の出席 37 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告   （曳地 義正社会奉仕委員長） 

 

いよいよくじら祭が近づいてまいりましたが、これま

での経過と今後の予定についてご報告致します。7 月 12

日（金）に炉辺を開催致しました。22 日（月）にくじら

祭の実行委員会が行われました。今後は 27 日（土）に少

年野球の関係者の方とパレードの打ち合わせをします。

また、次回 31 日（水）の例会で最終的な体制を決定致し

ます。 

1 日（木）が搬入で 3 日（土）4 日（日）がくじら祭、

5 日（月）が後片付けとなりますが、4 日は例会扱い、1

日、3 日、5 日はメイク扱いとなります。 
 

●次週例会予定  （須田 宏樹プログラム委員） 

 

7 月 31 日（水）昭島市民くじら祭について 

（曳地 義正社会奉仕委員長） 

●閉会点鐘         （平畑 秀東会長） 


