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●本日の司会       （佐藤 義弘副 SAA） 

 
 
 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

ソングリーダー 鈴木 栄会員 
 

●本日のお客様 

 

濱仲 幸弘様（多摩中グループ ガバナー補佐） 
 

宍戸 隆介様（多摩中グループ グループ幹事） 
 

小山 善治様（東京昭島ロータリークラブ 会長） 
 

栁 賢司様（東京昭島ロータリークラブ 幹事） 
 

木村 辰幸様（東京立川ロータリークラブ） 
 

坡山 浩二様（東京昭島ロータリークラブ） 
 

山崎 義晴様（東京国立ロータリークラブ） 
 

浅見 省三様（東京立川こぶしロータリークラブ） 
 

山下 昌彦様（東京立川こぶしロータリークラブ） 
 

阿部 憲様（東京井の頭ロータリークラブ） 
 

●ご挨拶 

 

★多摩中グループ ガバナー補佐 濱仲 幸弘様 

皆様、こんばんは。

現在、多摩中グループ

は全部で 12 クラブご

ざいますが、来週、東

京三鷹ロータリーがス

ポンサーとなり、東京

ピースウィングロータ

リーE クラブが誕生し

ますので、多摩中グループ所属となります。よろしくお

願いいたします。 

伊藤会長におかれましては、東京昭島中央ロータリー

クラブの第 26 代会長になられたということで、これから

1 年間、自分を信じ、仲間を信じ、クラブの代表として思

う存分力を発揮していただきたいと思います。小島幹事

におかれましては、会長を支えるという大役と同時に、

クラブ運営の要となりますので、どうか頑張って下さい。 

まずは、地区の現況報告をさせていただきます。2750

地区は、少し前まで大混乱をしておりました。4 月 14 日

（月）に地区研修協議会が終わり、全ての準備は整って

おりました。ところが、その 1 週間後に小粥ガバナーエ

レクトが急逝をされました。地区には自治会などの決議

機関は一切ございませんので、各委員会は精神的支柱を

失ってしまいました。パストガバナーの会合で、当時の

坂本研修リーダーがガバナーエレクトに決定いたしまし

た。こちらを RI に申請し、受理されたのが 5 月 23 日（金）

です。こうして、地区は動き出しました。地区の重点事

項や公式訪問を含めた行事日程は、小粥ガバナーをほぼ

踏襲しております。 

ロータリーは、各クラブがいかにして、自分たちの気

持ちでクラブ運営をするかにかかっていると思いますの

で、目標に向かって頑張っていただきたいと思います。 

ガバナー補佐としての考えですが、ガバナー補佐とは、

地区とクラブの橋渡し役だと思います。1 年後に皆さんと

楽しい時が過ごせるよう頑張りたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 

★多摩中グループ グループ幹事 宍戸 隆介様 

皆さん、こんばんは。私自身、ロータリー歴も浅く、分

からない事も多々ありますが、背伸びをせず、今の自分

が出来ることを精一杯、頑張りたいと思いますので、ご

支援ご協力をお願いいたします。 
 

★東京昭島ロータリークラブ 会長 小山 善治様 

まずは、伊藤会長、小島幹事、

無事の出航、大変おめでとうござ

います。昭島中央ロータリークラ

ブ様におかれましては、昨年、平

畑会長のもと、25 周年を迎えられ、

盛大な記念式典を催されたこと

をお慶び申し上げます。また、毎

年の事業である青少年野球教室、

車椅子の寄贈活動など、大きな成果をあげられており、

我々クラブも見習わなくてはと思っております。我々ク

ラブは奉仕、親睦に磨きをかけて 1 年を過ごしていきた

いと思います。 

昭島には二つのクラブがございますが、切磋琢磨しな

がら、いつまでも二つのクラブが輝き続けることを願っ

ております。 
  

2014 年（平成 26年）7 月 16 日（水） 

第 1189 回 例会報告 
 



●会務報告         （伊藤 満雄会長） 
 

7 月 9 日（水）地区の会長幹事

会に出席をしてまいりました。ガ

バナーからの重点事項としまし

ては、とにかく増強と出席に努め

て欲しいということでしたので、

皆さんもよろしくお願いいたし

ます。 

 

●幹事報告         （小島 弘明幹事） 
 

※多摩中グループ例会変更（7 月） 

（小金井 RC）31 日（木）→夜間

例会、（国分寺 RC）29 日（火）→

休会、（三鷹 RC）22 日（火）→26

日（土）東京ピースウィングロー

タリーＥクラブチャーターナイ

ト合同移動例会へ振替、29 日（火）

→夜間例会、（国立 RC）23 日（水）

→納涼家族例会、（井の頭 RC）21 日（月）→休会、（武蔵

国分寺 RC）21 日（月）→休会、（国立白うめ RC）21 日

（月）→休会、28 日（月）→26 日（土）環境フェスタく

にたちへ振替 
 

※7 月 9 日（水）理事会決定事項 

8 月 2 日（土）、3 日（日）くじら祭は両日とも例会扱い

（飲み物代無し）・会報用のカメラを新しく購入 
 

7 月 10 日（木）社会奉仕委員会炉辺会議が開催されま

した。 

7 月 30 日（水）国分寺にて多摩中親睦ゴルフ担当者会

議に渡邉会員と若杉会員が出席をいたします。 

 
 

●ニコニコ BOX発表  （石岡 孝光親睦委員長） 
 

◎2013-2014 多摩中グループ幹事会有志 

本日は、第 26 代会長伊藤満雄さんの激励に来ました。健

康に留意され、精一杯、頑張って下さい。 
 

◎東京昭島ロータリークラブ会長 小山善治様 

伊藤会長、小島幹事、無事の出航おめでとうございます。 
 

◎伊藤会長 

本日は、濱仲ガバナー補佐をはじめ、クラブの前幹事の

みな様、御来訪ありがとうございます。 
 

◎内藤会員 

濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事、本日は御苦労様

でした。 
 

◎星野会員 

伊藤年度のスタートを祝し。 
 

○佐藤会員 

濱仲ガバナー補佐 宍戸グループ幹事 昭島ロータリー

クラブ小山会長・栁幹事よろしくお願いします。 
 

・小島幹事 

濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事のご来訪ありがと

うございます。各委員長、宜しくお願い致します。 
 

・荒川会員 

濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事、また小山会長、

栁幹事本日はご来訪ありがとうございます。 
 

・犀川会員 

濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事、大勢のお客様ご

来訪ありがとうございます。 
 

・渡邉会員 

濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事のご来訪ありがと

うございます。 
 

●新年度各委員長活動方針Ⅱ 

 

★星野 宗保選考分類委員長 

（伊藤会長より委嘱状授与） 

我がクラブの会長テーマは「真

心をつくす」です。この言葉は、

大変なことであり、一番大事なこ

とです。伊藤会長は柔道の高段者

です。柔道を通して、青少年を教

育されております。これに敬意を

表すると共に、選考分類というの

は、皆さんが新しい会員を連れて

きてくれなければ、私の仕事がありません。是非、私の

仕事があるように皆さん頑張って下さい。 
 

★内藤 征一奉仕プロジェクト委員長 

基本方針は「四大奉仕委員会の

事業を円満に活動出来るように

協力する」といたしました。四大

奉仕とは、社会奉仕、青少年、職

業奉仕、国際奉仕の 4委員会です。 

社会奉仕委員会は第 42 回昭島

市民くじら祭に参加をします。志

賀委員長はもう 7回くらい商工会

との打ち合わせに参加をしていると思います。来週あた

りには、会員の配置などが発表されると思いますが、例

年にならってやれば、成功すると思います。 

青少年委員会は 20周年を迎える青少年野球教室を開催

します。日程は決まっていますが、それから先のことは

若杉委員長が打ち合わせをして計画してくれると思いま

す。 

職業奉仕委員会は職業見学の実施と職業座談会の開催

を計画しております。犀川委員長、よろしくお願いいた

します。 

国際奉仕委員会は子ども用車椅子を海外に送る事業の

実施です。こちらは、クラブの 20 周年の時に初めて、パ

ラグアイに車椅子を送りました。間が 1年空きましたが、

継続してやっております。曳地委員長、よろしくお願い

します。 

皆さん、立派な委員長さんですので、上手くいくと思

います。私も少しながらお手伝いが出来ればと思ってお

ります。 
 

★志賀 義任社会奉仕・環境保全委員長 

基本方針～環境保全を念頭に

置き、ロータリーの社会奉仕活動

の管理、運営が円滑に行える様に、

クラブ会員の協力、他委員の協力

のもと、「和」を以って、真心を

つくし、事業計画を実行していき



たいと考えます。 

事業計画～①第 42 回昭島市民くじら祭に参加（ミニ SL

の運営、パレードに参加、大くじらの牽引②多摩川一斉

清掃に参加③その他、地域における、社会奉仕、環境保

全活動の協力参加 

私は、ロータリーに入会してまだ 2年足らずですので、

分からないこと、不慣れなことがたくさんございます。

皆さんの助けをお借りして、真心をつくして実行してま

いりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたしま

す。 
 

★若杉 司青少年委員長 

基本方針～昭島市及び、隣接す

る市の子供達が、健全で、明るい

人間になれる様、支援活動を推進

する。 

事業計画～①20 周年をむかえ

る青少年野球教室を成功。②少年

柔道大会の支援活動。③ローター

アクト、インターアクトへの支援

活動。 

毎年行われている野球教室ですが、子供達が真剣になり、

目を輝かせて取り組んでいる姿が印象的です。RI のテー

マは「ロータリーに輝きを」ということですが、私は少

年達の目に輝きを与えられるよう、1 年を通してやってい

きたいと思います。皆様のご協力をお願いいたします。 
 

★村野 靜男クラブ管理運営委員長 

クラブ管理運営の基本的な考

え方は、効果的に充実したクラブ

運営がどのようにすれば出来る

のかを、私がトップとなり、クラ

ブ発展のために努めていこうと

いうことです。一番基本的で大切

なことは、例会です。出席率の向

上を図りながら、例会の中で色々

な勉強をすることで、会員一人一人にも満足感が出るの

ではないかと思います。一所懸命やらなければ、充実感

は出ないと思います。 

各委員長さんは、今までのしきたりに囚われずに、個性

を打ち出して、新しいものを取り入れて欲しいと思いま

す。そうすることで、委員会も自分も充実感を得ること

が出来ると思います。炉辺会議なども開きながら、良い

アイデアを出して頑張ってください。私も皆さんと協力

して、クラブ発展のために頑張りたいと思います。 
 

★下田 安治情報委員長 

「ロータリーの友」が発行され

てから、61 年余りとなります。な

ぜ、廃刊にならないかを考えてみ

ますと、会員のためになる雑誌だ

からです。ですから、皆さんには

出来るだけ目を通していただき

たいと思います。 

事業としまして、ロータリー歴

の浅い会員に、プログラムの担当者と企画をして、例会

で「ロータリーの友」を読んでの感想を発表していただ

こうと思います。それから、青葉会を中心に炉辺を開き、

酒を酌み交わしながら、ロータリーについて勉強する場

をつくろうと考えております。 

★西野 勝介会場監督（SAA） 

本年度の SAA をさせていただ

きます西野です。副 SAA には佐藤

さん、内藤さん、曳地さん、佐々

木さん、志賀さんの 6 人で一年間、

会場監督をさせていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

先ず、SAA の役目と申しますと、

例会を楽しく、そして秩序と品格

を持った、皆の楽しむ例会をスムーズに進行する裏方で

あると思います。例会の間は出来るだけ人目に立たず、

それでいて始めから終わりまで例会の進行に気を配って

いる。これが本来の SAA の任務と思いますので皆さんの

縁の下の力持ちに徹して行きたいと思います。そして、

SAA としての基本方針は伊藤会長のテーマでございます

「真心をつくす」を念頭に会員の皆様、そしてゲストに

対して「目配り」「気配り」「心配り」をして行くことを

方針、目標といたします。伊藤会長の真心をつくすとは、

「四つのテスト」にも共通しておりますので、「四つのテ

スト」の唱和とロータリーソングにも取り入れて行きた

いと思います。 

具体的な計画としましては、一つに、SAA は 30 分前に

は集合し、例会の諸準備と、プログラムを確認し、万全

な態勢で例会に備えること。二つに、毎週の例会に、会

長、幹事、親睦委員会、プログラム委員会との連携をよ

くし、スムーズな例会進行をすること。三つに、ビジタ

ー、並びにゲストスピーカーの方に「快適なひと時」を

過ごしていただける様に細心の「心くばり」をさせてい

ただくこと。四つに、定例会以外の移動例会、行事の進

行に担当委員会と連携して、会員相互の親睦の一助とな

らせていただくこと。五つに、毎月の例会に一週は、ロ

ータリーソングに加え、季節の童謡、唱歌を斉唱するこ

と。何故、童謡を斉唱と申しますと、童謡、唱歌を歌う

ことは、みな、少年に帰る、童心に帰ると言われます。

そのようなことで、月に一度でも、童心に帰る、素直な

気持ちになっていただきたいと思うからです。 

以上が主な計画ですが、この他に、本年度は例会の次

第や例会場の座席の自由や、例年と多少違う事、サプラ

イズ的なことがあるかと思いますが、これは今年流の SAA

の自由な進め方ですので、ご理解ご協力をいただきたい

と思います。 
 

●出席報告      （工藤 開光出席委員長） 
 

会員数  45 名 出席義務会員 43 名 

本日の出席 28 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 

 

7 月 23 日（水） 

～新年度活動方針Ⅲ～ 

犀川 美紗緒職業奉仕委員長 

曳地 義正国際奉仕委員長 

西野勝介長期計画委員長 

石岡 孝光親睦委員長 

岡野 景子広報・雑誌・IT 委員長 

「昭島市民くじら祭について」志賀 義任社会奉仕委員長 
 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長）

 


