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●本日の司会        （鈴木 栄副 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 
 

米山奨学生 レ ホアン アンさん 
 

 
米山奨学金授与 

 

●幹事報告         （伊藤 満雄幹事） 

 

6 月 16 日（月）昭島六団体連絡

協議会にて、新旧引き継ぎと懇親

会が行われ、会長と小島次年度幹

事と私で出席をいたしました。 

6 月 17 日（火）多摩中グループ

新旧引き継ぎ会が立川グランド

ホテルにて行われ、平畑会長と小

島次年度幹事と私で出席をいた

しました。 

●各委員長活動報告 

★荒川 義昭ロータリー財団委員長 

まずは、平畑会長、伊藤幹事、

1 年間お疲れ様でした。また、会

員の皆様には、ロータリー財団へ

のご理解とご協力をいただき、あ

りがとうございました。 

今年度の年次寄付は、1 人 1 万

円で 51 万円、25 周年の時に基金

から 10 万円を出資していただき

ました。それから、財団のポリオ・プラスへ 10 万円の寄

付をクラブからいただきました。また、下田会員よりポ

ールハリスフェローへ寄付をいただきました。 

活動としては、昨年の 11 月に、小島会員が地区のポリ

オ・プラス委員として活躍されておりましたので、そち

らのほうへ卓話をお願いし、地区財団ポリオ・プラス委

員長の遠藤様と委員の末松様にお越しいただき、ポリオ

について詳しくお話をしていただきました。 
 

★渡邉 信義国際奉仕委員長 

今年度は残念ながら、あまり活

動が出来なかったというのが、現

状ですが、クラブとしては、3 月

まで米山奨学生のオセアンさん

を皆さんの温かい接し方で、フラ

ンスという国を学ぶ事が出来た

のではないかと思います。4 月か

らはアンさんから、ベトナムにつ

いて学ぶというのも良いでしょう。 

2750 地区の 13 クラブが集まり、カンボジアに教員を送

るというプロジェクト活動をしております。こちらに当

クラブとしても参加をしております。当初 4 名の教員を

送る予定でしたが、3 月に 2 名の教員を送り、10 月には 2

名を送る予定です。今後は、教員を送ると同時に、教員

が使う教材を送ることも考えているそうです。6 月 25 日

（水）に第 3 回の会議がありますので、こちらに出席を

して、今年度の終わりを綺麗に飾りたいと思います。 
 

★田畑 勝久出席委員長 

平畑会長をはじめ、会員の皆様

に出席のご協力をいただきありが

とうございました。今年度は、出

席率と言うより、くじら祭や野球

教室などの肝心な事業の時に、

100%以上の出席で協力をしてい

ただいたことが、1 年やってきて

よかったなあと思います。 

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. 

2014 年（平成 26年）6 月 18 日（水） 

第 1185 回 例会報告 
 



★工藤 開光会報委員長 

例会、イベント、その他において、カメラを持って写

真を撮りました。皆さん、こちらのアングル、あちらの

アングルと注文がありまして、それに従い写真を撮らせ

ていただきました。 

 

★本田 征勇米山委員長 

今年度は、 

基本方針～米山記念奨学金制度

は、日本独自の全国的なロータリ

ー活動であり、その活動を支える

為、会員の理解と、原資となる寄

付の増進をはかる。 

事業計画～①会員に対し、米山奨

学金の普通寄付、特別寄付への理

解を深め、米山功労者になるよう要請する。 

②今年度は、フランス人奨学生、ネジュリ・オセアンさ

んのカウンセラークラブとなっており、出来るだけ例会

出席を促し、各委員会を経験して頂き、会員との交流を

深め、ロータリー活動を理解して貰えるよう努める。 

といたしました。 

米山委員会は、副委員長に柴田康好さん、委員に石川

さん、小山さん、富田さん、前澤さん、山中さんがおり

ました。一度も委員会は開かず終ってしまいました。委

員の方々、申し訳ございませんでした。 

今年度、米山特別寄付をいただいた方は、平畑会長、

伊藤幹事、今藤会員、指田会員、志賀会員、鈴木会員、

田畑会員、前澤会員、山中秀一会員、若杉会員、渡邉会

員、それから私です。改めてこの場を借りて、御礼申し

上げます。ありがとうございました。 

1 年間、当クラブがカウンセラークラブとなりまして、

ネジュリ・オセアンさんをお預かりしました。20 年振り

位にカウンセラーをやりましたが、当時と比べて今の奨

学生は、現代的で物事をはっきり言う方だなという印象

を持ちました。オセアンは 3 月に無事、一橋を卒業しま

して、言語学の方面で活躍をしたいと言っておりました。 
 

★前澤 外喜男増強委員長 

私は、増強としては 5 年前から

毎年 50 名を目標にやってまいり

ました。今年度は、平畑会長に大

変協力をいただきました。25 周年

までには、50 名にしなければと、

私も非常に頭を使いました。しか

し、実際にはスムースに達成を出

来たように思います。これは、皆

様の一致団結した気持ちが表れたのだと思います。 

48 番目は、7 月 3 日、柴田前会長の息子さんに入会し

ていただきました。7 月 10 日には、平畑会長の推薦で浅

見勇さんに入会をしていただきました。7 月 30 日には、

星野創立会長と中野会員の推薦で神野次郎都議会議員に

入会をしていただきました。そこでやっと 50 名を達成し

まして、大変感激をしました。そして、10 月には元会員

の早野さんのご紹介で、植田さんに入会をしていただき

ました。ありがとうございました。 

これで、私もゆっくり出来るかなあと思っておりまし

たが、また減りそうだということで、ロータリーにいる

限りは頑張ろうと思います。 

★犀川 美紗緒広報・雑誌・IT委員長 

今年度は、IT 活動としては、ホ

ームページを更新して、会報や記

事を、年間を通じて掲載いたしま

した。広報活動としましては、10

月 6 日（日）に行われたスポーツ

祭東京 2013 東中神駅おもてなし

事業で、西野会員のご協力により

ポスターを作成して掲載しまし

た。それから、雑誌の活動としまして、こちらは次年度

に引き継ぎ、申し送りたいと思うのですが、こちらは本

田会員のご協力により作成をしてみたのですが、会報を

雑誌にしてはどうかと思います。 
 

★岡野 景子親睦委員長 

平畑会長、伊藤幹事、会員の皆

様、1 年間親睦活動にご協力いた

だきありがとうございました。 

7 月に初例会、8 月にくじら祭と

打ち上げ、10 月に 50 名達成パー

ティー、12 月にクリスマス例会、

1 月に新年パーティー、3 月に観

桜例会、4 月に創立 25 周年記念パ

ーティー、5 月に親睦旅行がございました。1 年間を通じ

て、親睦委員として未熟ではございましたが、一所懸命

やりました。次年度の伊藤・小島年度にも、親睦がより

深まりますよう、皆様のご協力をお願いいたします。 
 

★石岡 孝光職業奉仕委員長 

本年度は委員長が私、石岡、副

委員長が中野会員、委員が、及川

会員、小山会員、犀川会員、指田

会員、下田会員、滝野会員、村野

会員、山中幸子会員、渡部会員で

す。基本方針～次世代のイノベー

ションが次々と生まれる中、職業

としての個性はより一層豊かに

なりました。また可能性の幅は世界を軸としてとらえ始

め、多様化する時代のニーズや、情報化社会という公開

された職業環境の中、職業奉仕をすることで社会に貢献

できる事は何かの問いに、今後は世界からの注目度も上

がってくることとなるでしょう。職業奉仕としてできる

事は、より多くの職業を紹介し、また交流をしていき自

らが行う職業奉仕をより価値のあるものにしていきたい

と思います。事業計画～①職業奉仕活動として、職業見

学会を設けたい。②会員の皆様の職業を通して、職業奉

仕の座談会を設けたい。といたしました。 

1 年間、何をやっていいのかとずっと考えながらきてお

りまして、ほとんど何もやっていないというが正直なと

ころです。そうした中で、5 月 28 日（水）に星野初代会

長のお力添えをいただき、立川駐屯地の見学に行ってま

いりました。スライドを見ながら自衛隊の活動について、

勉強をさせていただいたり、資料の展示品を見たり、そ

して、ヘリコプターや消防車を間近で見学し、実際に中

まで入って見ることが出来ました。 

座談会については、何も出来ておりません。私は入会

をしてから、足掛け 5 年になりますが、何の仕事をして

いるのかよく知らない方がいらっしゃいます。本当は自

分の仕事のPRのようなことを卓話でやってみたいと思っ

ていました。ロータリークラブは奉仕という大きな理想

がありますので、そのような中で、仕事の話をするのは

腰が引けてしまいました。 



★指田 裕士青葉会委員長 

今年度、委員長をさせていただ

きました。去年、一昨年とどのよ

うな活動をしていたのか尋ねた

ところ、特に何もしていなかった

ようです。今年度も何もなく終り

そうでしたが、最後に卓話を頼ま

れました。青葉会から何か質問を

して欲しいということで、その為

に 1 度、例会後に炉辺を開きました。それきりでしたが、

それが第一歩かなと思います。 
 

 

●ニコニコ BOX発表   （指田 裕士親睦委員） 
 

◎平畑会長 

今期も後 2 回となりました。会員の皆様、宜しくお願い

致します。各委員長さん卓話、ありがとうございます。 
 

○伊藤幹事 

各委員長、一年間、御苦労様でした。 
 

・石川会員 

久しぶりに例会に出席いたしました。やっと出てまいり

ました。ご心配おかけしました。 
 

●出席報告      （田畑 勝久出席委員長） 
 

会員数  50 名 出席義務会員  48 名 
 

本日の出席 26 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告（志賀 義任次年度社会奉仕委員長） 
 

8 月 2 日（土）、3 日（日）くじら祭が開催されます。例

年、開催に伴い、ポロシャツ、キャップの注文を受け付

けております。それから、ちょうちんの無い方の注文も

受け付けでおります。事務局より FAX をお送りしますの

で、6 月 30 日までに返信をお願いいたします。 
 

 

●次週例会予定  （荒川 義昭プログラム委員） 
 

6 月 25 日（水） 
 

「一年を振り返って 平畑・伊藤年度最終例会」 

～打ち上げパーティー～ 
 
 

●閉会点鐘         （平畑 秀東会長） 

 


