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●本日の司会        （曳地 義正 SAA） 

 

●開会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 

●会務報告         （佐藤 義弘会長） 

 

皆様、明けましておめでとうございます。昨年は東日

本大震災、タイの洪水など世界的災害そしてヨーロッパ

の通貨危機、日本の超円高など悪いことばかりのような

気もしますが、なでしこジャパンの優勝など明るいニュ

ースもありました。そのような中、本日はご出席いただ

きありがとうございます。 

1 月 10 日（火）カンボジアへ送る子ども用車椅子 80

台のコンテナへの積み込みに私と中野会員と荒川会員で

立ち会って参りました。 

2 月 2 日（木）ＲＬＩパートⅡに小島会員に出席してい

ただきます。 

2 月 8 日（水）米山奨学生期間終了式が開催されます。

郭さんの卒業式になりますが、前澤会員、渡邉会員に出

席していただく予定です。 

2 月 13 日（月）は 6 クラブ合同例会、2 月 23 日（木）

は地区大会が開催されます。ご参加の程、よろしくお願

いいたします。 

2012～13 年度の地区米山記念奨学委員会・増進委員会

委員長として前澤会員に指名が入っております。前澤会

員にはご了承いただいておりますので、理事会にて審議

させていただきます。 

2012 年度の米山記念奨学生として中国の金太月さんと

いう一橋大学の学生を引き受けてくれないかという要請

が地区から入っております。こちらも理事会にて、審議

させていただきます。 

12 月 13 日（火）に当クラブからタイの洪水被害に対し

ての義援金を 43,000 円送りました。これを他のクラブと

合わせて 3,410,000 円をタイに送金したとの報告が地区

からありました。 
 

●ご挨拶   （梶野 峰雄会員・春日 隆志様） 

 

梶野 峰雄会員 

1 月 4 日（水）付けで移動の発令があり、今月の 23 日

（木）には引き継ぎを終え本店に入ります。長くて短い 4

年間でしたが、ＳＡＡや会計など重要な役割をさせてい

ただき色々と勉強させていただきました。本当に感謝い

たします、ありがとうございました。立川でお会いした

際には気軽に「やあ！」とお声を掛けていただければと

思います。 
 

春日 隆志様 

多摩信用金庫昭島駅前支店支店長となりました春日隆

志と申します。福生支店で 3 年間支店長をしておりまし

て、今回の人事異動でこちらに配属となりました。昭島

中央ロータリー様のメンバーということで、気を引き締

めて一つ一つ勉強して参りたいと思っております。 
 

 
 

●半年を振り返って     （佐藤 義弘会長） 
 

7 月 6 日（水）が初例会で初め

て点鐘をいたしましたが、未だに

慣れておりません。8 月 7 日（日）

東北地方・岩泉町復興支援フェス

ティバルでは暑い中、皆様本当に

ありがとうございました。8 月に

入り青少年交換留学生のガブリエ

ラさんが来日し、啓明学園に入学

しただいま勉強中です。9・10・11 月の月 1 回カンボジア

へ送る車椅子の整備をいたしまして、9 月にガバナー補佐

訪問、10 月にガバナー公式訪問があり、12 月にクリスマ

ス例会、青少年野球教室と続いて前半の活動は終了しま

した。また、地区へは小島会員にＲＬＩの研修に行って

いただき、新会員研修セミナーには 8 名の皆さんに参加

をしていただきました。 

増強では星野初代会長、村野パスト会長、山中パスト

会長にご紹介をいただいて、2 名の新入会員を迎えること

ができました。 

9 月には当クラブのホームページが立ち上がりました。

私も時々見るのですが、会報を失くした時やプログラム

の内容を忘れてしまった時には是非ご活用ください。 

ニコニコＢＯＸは 100 万円を少し超えたところですの

で、今後共ご協力をお願いいたします。 
 

2011～2012 年度クラブ運営方針 

「全員参加でさらなる活力」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 

2012 年（平成 24年）1月 11 日（水） 

第 1058 回 例会報告 
 



●ポールハリスフェロー表彰 
 

 
前澤外喜男会員・渡部克行会員（ポールハリスフェロー） 
 

滝野昌之会員（マルチプル・ポールハリスフェロー） 
 

●幹事報告         （蜂巣 義和幹事） 

 

3 月 12 日（月）第 23 回ＪＧＦＲ沖縄ゴルフ大会が開催

されます。詳細は幹事までお願いいたします。 

半年を振り返ってですが、まだ半年なのにもう 3 年く

らいやっているような気がしています。と申しますのは、

当クラブは 3年未満の会員の方が 20名いらっしゃいます。

チャーターメンバーの方は 10 名です。私はその中間で今

年で 8年目ですが、最近若い会員の方々と古い会員の方々

の考え方の違いが表れてきております。なかなかその調

整が難しく、皆様からお叱りを受けることが多いのです。

あと半年頑張りますので、ご協力をお願いいたします。 
 

●出席報告       （工藤 開光出席委員） 
 

会員数  44 名 出席義務会員  41 名 

本日の出席 28 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告    （伊藤 満雄新世代委員長） 
 

12 月 25 日（日）の青少年野球教室では、一人のけが人

も出ることがなく、無事終了いたしました。寒い中皆様

のご協力をありがとうございました。 
 

●次週例会予定 （冨田 すゑ子プログラム委員） 
 

1 月 18 日（水） 

上半期会計報告・私の履歴書 春日 隆志会員 

 
 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 
 

●ニコニコ BOX発表   （渡邉 信義親睦委員） 
 

◎佐藤会長 あけましておめでとうございます。 

 今年も楽しく活動出来ますようご支援のほどよろしくお願い致します。 

◎内藤会員 本年も宜しくお願い致します。 

◎平畑会員 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

◎星野会員 新年初例会を祝し 

◎山中秀一会員 新年例会祝して！本年も夫婦共々宜しくお願い致します。 

○蜂巣幹事 新年初例会おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 

○伊藤会員 新年あけましておめでとうございます。 

○梶野会員 4 年間、大変お世話になりました。又、お会い出来る日を楽しみにしております。 

○小島会員 初例会を祝して！！今年も宜しくお願い申しあげます。 

○下田会員 あけましておめでとう！！ 

○白石会員 新年明けまして、おめでとうございます。今年も、ご指導宜しくお願い致します。 

○西野会員 パリからハッピーニューイヤー、家族で旅しています。佐藤会長、蜂巣幹事、会員の皆様、本年

もどうぞよろしくお願い致します。 

○本田会員 皆様、本年も宜しくお願いいたします。 

○渡邉会員 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

・岡野会員 今年もよろしくお願い致します。 

・小山会員 おめでとうございます 

・佐伯会員 おめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 

・佐々木会員 新年おめでとうございます。今年も宜しくお願いいたします 

・鈴木会員 2012 年初例会を祝して 

・田畑会員 新年あけましておめでとうございます。今年 1 年よろしくお願いします。 

・中野会員 初例会を祝して 

・曳地会員 新年おめでとうございます。 

・前澤会員 初例会を祝して 

・村野会員 新年例会を祝して 

・芳見会員 新年明けましておめでとう御座居ます。本年もよろしくお願い致します。 

・若杉会員 新年おめでとうございます。 

・渡部会員 初例会ニコニコ 
 

1 月結婚記念 

白石会員・西野会員 
  

1 月誕生記念 

工藤会員 


