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●本日の司会        （曳地 義正 SAA） 

 

●開会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 

 

●会務報告         （佐藤 義弘会長） 

 
本年度最後の会務報告になるか

と思います。 

6 月 15 日（金）クラブ会長幹事会

に会長、幹事で出席してまいりまし

た。その中で、本日皆さんにお配り

した義援金の支払い内訳にあるよ

うなそれぞれのクラブがどのよう

な事業をやって、どのくらいの資金を使ったかなどが議

題に上がりました。 

6 月 18 日（月）多摩中グループ協議会の本年度最後の

会議がありまして、こちらは新旧の会長幹事 4 名で出席

いたしました。ガバナー補佐、グループ幹事、地区役員

若干名の出席もありました。地区とグループへの参加は

これで最終となりました。 
 

●幹事報告         （蜂巣 義和幹事） 

 

地区ポリオプラス委員会より、ポリオ撲滅 T シャツを 1

枚 2,000 円で作っていただけるそうです。販売利益の何

割かがポリオのワクチンに使われるということなので、

ご協力いただける方は、よろしくお願いいたします。 

 

●「1 年を振り返って」   各委員長活動報告 

 

★下田 安治奉仕プロジェクト委員長 
 

奉仕プロジェクトの傘下には四

大奉仕（社会奉仕・職業奉仕・国際

奉仕・新世代）がありまして、私は

委員長としてほとんど何もしてい

ませんが、しないながらも満足して

おります。という事は、四大奉仕の

各委員長さんがよくやってくださ

ったという事です。社会奉仕の小島委員長には大きな事

業をしていただき、岩泉へ行き寄贈図書の贈呈式をやっ

ていただきました。新世代の伊藤委員長は野球教室を無

事にやっていただきました。国際奉仕の石岡委員長には

車椅子で大変お世話になりありがとうございました。職

業奉仕の工藤委員長には IHI の見学をお願いしました。そ

れぞれ各委員長さんにお任せした形で、私としてはやり

たいこともありましたが、思うように運ばず申し訳あり

ませんでした。 
 

★西野 勝介クラブ管理運営委員長 
 

本年度、今日まで何事もなく 1

年間を終えることが出来たという

ことは、各委員長さんがそれぞれ

の責任を全うしてくれたからと思

います。ただ、年初に佐藤会長に

比較的新しい委員長が多いですか

ら、委員長だけ集めて勉強会しま

しょうかと言いましたら、やっているうちに追々覚えま

すよというので少し出鼻を挫かれましたが、委員長とい

う立場であったら、新しい委員長さんには色々助言した

いこともあります。言ってもいいのですが、それを受け

入れてくれる器が欲しいと思います。言った途端に顔が

変わったりすると、教えてあげたいなと思ってもそのま

ま終わってしまいます。ロータリーに限らず、器の大き

さは大切なことだと思います。 
 

★渡邉 信義米山委員長 
 

ロータリーに入って米山委員長

をさせていただき、少し米山の何

たるかが分かった気がいたします。

今まで 1 万 9 千人ほどの米山奨学

生を迎えて、きっとその人達が日

本と母国との架け橋になってくれ

るのだろうと思います。そのよう

な事業をしている事すら知らなかったわけですから、良

い勉強をさせていただきました。 

今後も米山奨学委員会にご協力をお願い致します。 

 

★小島 弘明社会奉仕・環境保全委員長 
 

今年度委員長をお引き受けする

直前に大震災が起きまして、いつも

のくじら祭りではなく復興支援と

いうことで昨年の今の時期には第

2 回の社会奉仕委員会を開いてい

ました。復興支援が無事に終わりま

して、残りは佐藤会長から指示され

ました東北大震災復興支援プロジェクトですが、こちら

も 12 月に立ちあげてやっと 6 月 22 日に贈呈するところ
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まで漕ぎ着けました。本屋さんに頼んでいた本も全部揃

ったので急遽 22 日になりまして、日帰りで行ってまいり

ます。当初は皆さんで行ければ良いと考えていたのです

が、予定が押して 6 月になってしまったため、今回は佐

藤会長、蜂巣幹事、西野クラブ管理運営委員長、下田奉

仕プロジェクト委員長、内藤 R 財団委員長と私で向かう

ことになりました。残念ですが、下田委員長と内藤委員

長が行く事が出来なくなり 4 人で行ってまいります。こ

の報告は最終例会でさせていただきます。 

1 年間ありがとうございました。 
 

★工藤 開光職業奉仕委員長 
 

職業奉仕として私は IHIそらの未

来館見学に行きました。皆さんのご

協力のお陰でたくさんの人数が集

まりました。ありがとうございまし

た。 
 
 
 

★石岡 孝光国際奉仕委員長 
 

活動としては、以前から継続して

おります車椅子を海外に送る事業

で「海外に子ども用車椅子を送る会」

と協力しまして、今年度はカンボジ

アに寄贈をしました。何度か皆さん

に日曜日のお忙しい中、出てきてい

ただき整備、梱包、積み込みなどを

ご協力いただきありがとうございました。車椅子という

のは、身体の不自由な人が自分の意思で動いたりするた

めに便利で大切なものだと思います。世界的に見ると、

欲しくてもなかなか手に入らない多いそうなので、その

ようなものを送ってお役に立てるということは素晴らし

い事業だと思います。次年度以降も継続していただけれ

ばよいかなと思います。 
 

★前澤 外喜男増強・選考・分類委員長 
 

私は 4 年間委員長をやっており

ます。今年度、佐藤会長に出してい

ただいた目標は 5 名でした。最初の

計画ではかなり候補者が上がって

いたのですが、最後までいくのは、

当たり前のように難しくなってお

ります。5 名は、春日会員、佐々木

会員、清水会員、竹中会員、指田会員です。 

増強の予定者については、なかなかこの情勢で 1 発で

決まるという事はないので、次年度も引き続き候補者の

継続はしていきたいと思います。柴田年度は 50 名にした

いと思っておりますで、ご協力をお願いいたします。 
 

★中野 勝夫情報委員長 
 

情報委員会はクラブフォーラム

の時にアンケートを実施しました

がその結果についてご報告したい

と思います。 
 
 
 
 

（回答 10 名中） 

マッサージ機の贈呈と慰問 

→良い活動 8 名 その他（慰問先を検討して年 2 回くら

い実施してはどうか） 
 

青少年野球教室 

→良い活動 9 名（うち 3 名は予算縮小を提言、うち 3 名

は内容についての検討を提言） 
 

ホタルの育成 

→良い活動 9 名 
 

車椅子事業 

→良い活動 9 名 
 

新しい奉仕活動 

→3 名が少年柔道への応援 
 

★渡部 克行広報・雑誌・IT 委員長 
 

活動としましては、「ロータリー

の友」に前澤会員の親睦についての

文章が載ったことくらいかと思い

ます。 

「ロータリーの友」に良い記事が

載っていることもあったのですが、

なかなか皆さんにお伝えする機会

も無く、不甲斐なく思っております。 
 

★曳地 義正ＳＡＡ 
 

会場の運営が上手くいったのか

と反省しきりですが、会長幹事を始

め皆さんのご協力のお陰で最後ま

で全うできましたので、お礼を申し

上げます。ありがとうございました。 
 
 

 

●ニコニコ BOX発表   （工藤 開光親睦委員） 

 

◎佐藤会長 委員長の皆様 1 年間本当にご苦労様で

した。ご協力に感謝申し上げます。 
 

・蜂巣幹事 委員長の皆様、本日卓話よろしくお願い

します。 

 

●出席報告      （石岡 孝光出席委員長） 

 

会員数  44 名 出席義務会員  42 名 
 

本日の出席 18 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定       （蜂巣 義和幹事） 

 

6 月 27 日（水） 
 

「佐藤義弘会長及び蜂巣義和幹事 1 年を語る」 

「本年度打ち上げパーティー」 
 
 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 


