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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       （小島 弘明副 SAA） 

 

●開会点鐘         （平畑 秀東会長） 

 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

植田 耕司様 
 

●会務報告         （平畑 秀東会長） 

 

★会員増強賞・スポンサーピン贈呈 

 
平畑 秀東会長・星野 宗保会員・柴田 康好会員 

 

曳地社会奉仕委員長からまた後で話があると思います

が、スポーツ祭東京 2013 へのぼり旗を寄贈したので、そ

の感謝状が届いております。 

9 月 12 日（木）多摩中グループ協議会で IM（インター

シティミーティング）を開催する事が正式に決定いたし

ました。IM 当日は、新会員セミナーも兼ねるようですの

で、入会 5年未満の方は出席をお願いしたいと思います。

詳細が決まり次第皆さんにもお知らせいたします。 

昭島 RC より創立 45 周年の記念誌が届いております。 

12 月 11 日（水）ポリオ撲滅チャリティーコンサートが

東京會舘 9 階ローズルームにて開催されます。登録料は

35,000 円です。参加希望の方は事務局までお願いいたし

ます。 

●幹事報告         （伊藤 満雄幹事） 

 

9 月 12 日（木）平畑会長と私で

多摩中グループ協議会へ出席をい

たしました。 

9 月 13 日（金）曳地社会奉仕委

員長にスポーツ祭東京 2013 の打

ち合わせへ参加していただきまし

た。 

●25 周年実行委員の発表 

  下田 安治 25 周年実行委員長 

 

創立 25 周年記念式典の日時は、

平成 26 年 4 月 16 日（水）の午後

4 時から開催の予定です。場所は

フォレスト・イン昭和館 2 階シル

バンホールです。第一部が記念式

典＆記念例会、第二部が記念講演、

第三部が祝宴となっております。 

昨今、「いじめ」が全国的に増え

自殺にまで追い込まれるケースも発生している中で、当

クラブの 25 周年記念事業は、「いじめ」問題を取り上げ

ようという事になりました。「いじめ」問題に詳しい水谷

修先生を講師にお招きして、講演会をしたいと思います。 

また、市内小中学校への書物進呈、社会福祉協議会、

ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付金贈呈をいた

します。それから、昭島警察署、昭島消防署、自治会連

合会、昭和飛行機工業、プロ野球選手の木田さん、昭島

市少年野球連盟へ感謝状を贈呈したいと思います。 

そして、会員が少なければ、クラブは発展しませんの

で、クラブに貢献されている初代会長の星野さんに増強

功労者として、感謝状を贈呈したいと思います。 
 

～創立 25 周年事業～ 
 

顧問  星野宗保  小山寿  芳見貞夫 
 

～25 周年実行委員会～ 
 

★企画・財務委員会 

実行委員長  下田安治 

実行委員会幹事兼財務委員長 西野勝介 

会長   平畑秀東 

幹事   伊藤満雄 
 

★事業委員会 

委員長  佐藤義弘 

副委員長  小島弘明 

委員  荒川義昭 指田裕士 春日隆志 
 

★式典委員会 

委員長  村野靜男 

副委員長＆音楽担当 

中野勝夫 

委員  曳地義正 犀川美佐緒 

今藤貫徳 白石育夫 

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！～ 
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★登録委員会 

委員長  内藤征一 

副委員長  鈴木栄 

委員  渡邉信義 石川一郎 志賀義任 
 

★受付・誘導委員会 

委員長  本田征勇 

副委員長  田畑勝久 

委員  石岡孝光 佐々木稔郎 山中幸子 

若杉司 岩本勝宏  宇田川泰弘 

清水吉仁 佐伯勉  須田宏樹 

柴田智幸 
 

★PR・渉外委員会 

委員長  前澤外喜男 

副委員長  山中秀一 

委員  滝野昌之 柴田康好 
 

★記録委員会 

委員長  工藤開光 

副委員長  岡野景子 

委員  竹中三博 渡部克行 富田すゑ子 

植田耕司 
 

★会計委員会 

財務委員長 西野勝介 

委員長  春日隆志 

副委員長  中野勝夫 
 

★接待委員会 

一般来賓 

星野宗保 小山寿 芳見貞夫 浅見勇 神野次郎 
 

ロータリー関係来賓 

前澤外喜男 山中秀一 柴田康好 滝野昌之 
 

●2012～2013 年度ゴルフ部総括報告 

   内藤 征一ゴルフ部長 

 

ゴルフ部会は、2750 地区で大会が

ありまして、多摩中グループでも

大会が年2回あります。それから、

我々ゴルフ部会で年 4 回大会をや

っております。地区の決勝大会に

参加出来るのは、多摩中グループ

の大会の上位 3 クラブです。多摩

中グループのスポンサークラブは、

毎年ガバナー補佐を出しているクラブが担当します。今

年は立川こぶしRCが担当をしております。7月20日（土）

に多摩中親睦ゴルフについての幹事会が開催され、私と

渡邉さんで出席をしてまいりました。 

 当クラブゴルフ部会の年 4 回の運営は、ゴルフ部会員

から集めた年 2 万円の会費でまかなっております。多摩

中グループの年 2 回の大会には、秋の大会だけで、登録

料 2 万円、参加費一人 5 千円が掛かりますので、春の大

会と併せて年間 8 万円をクラブに出していただいており

ます。プレー費については個人払いでやっております。 

 ゴルフ部はどんな活動をしているのかと思われがちで

すが、地域の為にも、ロータリーの為にも親睦を兼ねて

楽しい活動をし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） 

 

◎平畑会長 

5 周年、下田実行委員長、宜しくお願い致します。ゴルフ

部総括報告、内藤ゴルフ部長、宜しくお願いします。 
 

●出席報告       （工藤 開光出席委員） 
 

 
 

会員数  50 名 出席義務会員  48 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 
 

★渡邉 信義国際奉仕委員長 

RI2580 地区からのお知らせです。

ロータリー囲碁同好会主催の「第

12 回ロータリー全国囲碁大会」が

11 月 2 日（土）日本棋院にて開催

されます。参加希望の方は事務局

までお問い合わせください。 
 
 

★曳地 義正社会奉仕委員長 

10 月にスポーツ祭東京 2013 が

開催されます。つきましては、昭

島の実行委員長である北川穰一様

より第 68 回国民体育大会軟式野

球協議会の開催についてご案内が

届いております。詳しくはパンフ

レットをご覧ください。 

 これに関連して東中神駅前おも

てなし事業検討会が 9 月 13 日（金）に開催されました。

こちらの内容ですが、10 月 5 日（土）、6 日（日）東中神

駅前に特設ステージを設け、そこでイベントを催します。

当クラブも PR ブースを割り当てられておりますので、何

をするのか検討中です。 
 

●次週例会予定  （指田 裕士プログラム委員） 

 
 

9 月 25 日（水） 

 

「卓話」長期計画について 
 

長期計画委員会  

西野 勝介委員長 
 
 

 
 

●閉会点鐘         （平畑 秀東会長） 


