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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「我らの生業」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

RI 第 2750 地区多摩中グループ 

ガバナー補佐 金丸 清泰様 

グループ幹事 浅見 省三様 

 

●ご挨拶 
 

★ガバナー補佐 金丸 清泰様 

 皆さん、こんばんは。去る 4 月

16 日（水）の 25周年記念式典は、

大変盛大に挙行されましたこと

を改めてお慶び申し上げます。水

谷先生の講演では、貴重なお話を

伺い、私はあと 30 分くらい聞き

たいなあと思っておりましたが、

本日、下田様に記念品として先生

の本を頂きました。ありがとうございました。 

この 1 年間、皆様の御協力、ご指導によって、ガバナ

ー補佐の職を勤められましたことを御礼申し上げます。

また、昭島中央ロータリークラブの益々のご発展、皆様

の御多幸、ご健勝をご祈念いたします。 
 

★グループ幹事 浅見 省三様 

 この 1 年間、大変お世話になり

ました。当初は大分緊張してこち

らに伺ったのをいまだに覚えて

おります。12 クラブをまわらせ

ていただき、目からうろこの 1 年

でした。かえって皆様には、色々

と勉強させていただきありがと

うございました。 

 

 
 

●幹事報告         （伊藤 満雄幹事） 

 

 本日の例会終了後、被選理事会

を開催いたします。理事・役員の

方々はご出席をお願いいたしま

す。 

本日、午後 3 時よりハイアット

リージェンシー東京にて執り行

われました小粥定美ガバナーエ

レクトのお別れ会に出席をして

まいりました。 

先週の例会で、昭島青年経営者クラブ様より、ご案内

のございました「桑田真澄氏講演会」のチケットが届い

ております。50 枚ほどございますので、欲しい方は取り

にきてください。 
 

●各委員長活動報告 

 

★下田 安治 25 周年事業実行委員長 

私の基本方針は「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」ということを打ち

出しました。計画として 25 周年

で水谷先生をお呼びして、昭島市

内の各リーダーの方々を招き、少

しでも昭島中央クラブを PR 出来

ればという気持ちでやりました。 

今年度は、ガバナーが「新しい風」をテーマとしてい

ます。今までの周年行事は、来賓を何名かお呼びして、

あとはロータリアンだけでやるということが多かったよ

うに思います。今回は、地域社会に昭島中央クラブそし

てロータリーを、広く知ってもらえたかなと思います。 

25 周年が成功しましたのは、各委員長さんが誠心誠意

やっていただいたお陰と思っております。本当にありが

とうございました。 

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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第 1184 回 例会報告 
 



★内藤 征一クラブ管理運営委員長 

 クラブ管理運営委員会は、運営

のほうの、九つの委員会を運営す

るなかで、相談などがありました

ら一緒に考えていきましょうと

いう委員会です。 

今年のそれぞれの委員長さん

は、皆さん立派な方でありますの

で、1 年間ほとんど問題が無かっ

たと思います。今年度は 25 周年があったので、色々話し

合いをするなかで親睦委員会が忙しかったのではないか

と思います。女性の委員長ですから、皆さんに引っ張り

だこで、岡野さんは相当働いてくれたと思います。 

無事に終わりましたので、皆さん 1 年間ありがとうご

ざいました。 
 

★曳地 義正社会奉仕委員長 

 社会奉仕委員会としては、まず

8 月 3 日（土）・4 日（日）にくじ

ら祭に参加しました。当日はそん

なに暑くもなく、楽に終えられた

のかなあと思います。色々と細か

い問題もありましたが、その辺り

は次期委員長の志賀さんに引き

継いで、より良いくじら祭になる

ことを期待しています。 

次に、国体の軟式野球が昭島で開催されましたので、

東中神の駅前のおもてなし会場に、ブースを設置して、

ロータリーに関するパネルや写真を展示しました。こち

らが 10 月 5 日（土）・6 日（日）の予定だったのですが、

5 日が大雨で中止になり、6 日のみの開催でした。 

最後に 12 月 13 日（金）に多摩川クリーン作戦に参加

をしました。 

皆様の御協力ありがとうございました。 
 

★佐藤 義弘奉仕プロジェクト委員長 

 基本方針は「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」、事業計画は「親睦と和を深

めるために、炉辺を活用する」と

させていただきました。 

奉仕プロジェクト委員会とし

ては、今年度は特に目新しいこと

は計画いたしませんでした。会長方針が「継続は力なり」

ということでございますので、従来の事業をより充実さ

せ、全員参加もとに進化させるというつもりでやってま

いりました。 

年度の初めには、社会奉仕委員会を中心に第 41 回くじ

ら祭へ参加し、12 月には新世代委員会を中心に第 19 回青

少年野球教室を開催し、5 月には職業奉仕委員会による自

衛隊駐屯地見学がありました。国際奉仕委員会において

は、カンボジアプロジェクト教育支援へ参加をいたしま

した。 

皆さんの御協力のもと、素晴らしい成果に終わりまし

た。本当にありがとうございました。 

★西野 勝介長期計画委員長 

長期計画委員会は、今年度、私

と下田会員と蜂巣会員の 3 人で

スタートをし、方針としては、3

年から 5 年先のクラブの充実を

図るということと、計画としては、

50 名体制を維持し、さらに増強

に努める、また、地元や海外の地

域に成果をもたらすプロジェク

トの推進、それから、奉仕事業の見直しか継続か、よく

協議すること、といたしました。 

まずは、9 月に炉辺会合を開き、平畑会長、伊藤幹事、

内藤クラブ管理運営委員長、佐藤奉仕プロジェクト委員

長、私と下田委員、小島次年度幹事で話し合いをいたし

ました。そこで 3 年 5 年先を見据えたテーマを作っては

どうかということ、強いクラブへ向けて真のロータリア

ンを目指す方策を練ること、地区補助金であるマッチン

ググラントを活用して国際奉仕に多いに貢献しようとい

うこと、話し合いのプログラムを設けること、を挙げま

した。 

そして、9 月 25 日（水）に 30 分間卓話の時間をいただ

きまして、お話をさせていただきました。 

次年度も長期計画委員長を継続してやってくれという

ことですので、持ち越して頑張ります。 
 

★鈴木 栄プログラム委員長 

 プログラム委員会といたしま

して、今年度新しく行ったのは、

次週例会予定を各委員の方に順

番でやっていただくということ

です。気持ちよく皆さんに引き受

けていただきありがとうござい

ました。 

プログラムを構成していく中

で力になったのが、皆さんの御紹介です。山中幸子さん、

今藤さん、石川さん、内藤さん、及川さんには感謝して

おります。 

それから、委員の方で卓話をしていただいたのが、西

野さん、須田さん、指田さん、前澤さんです。また、4 名

の新会員の方にも卓話をやっていただきました。 

悩んだ時には、小島委員、荒川委員、前澤委員、須田

委員にはお世話になりました。 

皆さん、1 年間ありがとうございました。 
 

★今藤 貫徳新世代委員長 

新世代の大きな事業としては、青

少年野球教室があります。19 年

続いておりまして、来年は 20 年

の節目です。講師の先生方にも、

色々な方にお見えいただき、その

中でずっと携わっていただいた

のが宮田先生ですが、現在は、木

田先生にそれを引き継いでいた

だいております。どこまで御協力をいただけるのか、少

年野球ともどのような付き合いをしたら良いのか、とい

うことが、本音の部分ではございます。来年の 20 周年の

時には、少し打ち合わせをしましょうということで、木

田先生と話をしました。今年度は非常に天気が良く、楽

な野球教室でした。しかし、当日まで天気は分かりませ

んので、田畑さんには前日、前々日にヒーターを軽トラ

で運んでいただいたり、ガスの方を内藤さんにお願いし

たり、皆さんにご協力をいただきました。 



★村野 靜男会場監督（SAA）委員長 

 SAA 委員は、鈴木さん、荒川さ

ん、石川さん、小島さん、中野さ

ん、西野さん、蜂巣さん、山中秀

一さんと私でございます。 

皆で協力して司会をやってま

いりました。皆さんぞれぞれの個

性を活かして、良い司会が出来た

と思います。 

ロータリーの本質は、親睦です。そして、奉仕への出

発点は例会です。例会をどのように楽しく、真剣にやっ

ていくかということが SAA の使命です。それが実践出来

た 1 年だったと思います。 

和やかな雰囲気にしようと、童謡を歌ったり、四つの

テストを唱和したりもしました。ソングリーダーがタク

トを振るということもしました。これらのことは、何年

も前にはやっていました。ここ 5 年くらいで入会した方

には、新鮮に見えたことでしょう。こんなことをやって

もいいのだ、こういうことが出来るのだということに気

が付いていただけたら、今年の SAA の仕事は正解だった

かなと思います。 

皆さんの御協力ありがとうございます。 

 

●ニコニコ BOX発表   （今藤 貫徳親睦委員） 
 

◎平畑会長 

金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事、来訪感謝します。

各委員長活動報告宜しくお願い致します。 
 

○伊藤幹事 

金丸様、浅見様、一年間、御苦労様でした。 
 

・西野会員 

金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事様には、一年間、

ご指導ありがとうございました。 

●出席報告       （岩本 勝宏出席委員） 
 

 
 

会員数  50 名 出席義務会員  48 名 
 

本日の出席 25 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定 （前澤 外喜男プログラム委員） 
 

 
 

6 月 18 日（水） 

『各委員長 活動報告 パートⅡ』 
 

ロータリー財団委員長 荒川義昭 

国際奉仕委員長  渡邉信義 

情報委員長  滝野昌之 

出席委員長  田畑勝久 

会報委員長  工藤開光 

米山委員長  本田征勇 

増強委員長  前澤外喜男 

広報・雑誌・IT 委員長 犀川美佐緒 

親睦委員長  岡野景子 

職業奉仕委員長  石岡孝光 
 

●閉会点鐘         （平畑 秀東会長） 

 


