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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「奉仕の理想」斉唱 

 

●本日のお客様 

 
青少年交換留学生 ガブリエラ・ルジニキさん 

 

●会務報告         （佐藤 義弘会長） 

 

当クラブを代表しまして 3 月から西野会員に、今年度交換

留学生のガブリエラさんをホームステイして頂きました。こ

れにたいしまして、感謝の意を表します。 
 

 
 

2750 地区及び当クラブより西野会員へ 

感謝状及び記念品贈呈 
 

6 月 22 日（金）に岩手県岩泉町の小本小学校・小本中学

校へ学校図書寄贈に、会長、幹事、西野クラブ管理運営委員

長、小島社会奉仕委員長の 4 人で行ってまいりました。この

件につきまして、小島社会奉仕委員長より報告をして頂きま

す。この資金はロータリー財団の補助金制度を活用しまして、

当クラブでは 100％の補助金を頂いております。 
 

 
 

小島会員より復興支援プロジェクトについての報告 
 

●「1 年を振り返って」 

 

★佐藤 義弘会長 

7 月 6 日の初例会から今日までおかげ

様で、なんとかここまで来たというか、

たどり着けたというのが今の心境です。 

今年度の目標として、又、皆様へのお

願いといたしまして「全員参加でさらな

る活力」をテーマとさせて頂きました。

この１年間、まさにこのテーマのもとで

最大限のご協力を頂き、各事業、活動がスムースに遂行でき

ましたことを感謝申し上げます。これは、各委員会が炉辺会

議を積極的に開いて意思疎通と親睦をはかりながら進めて

いったから出来たことと思います。 

今年度開かれた炉辺と致しましては昨年 6 月、7 月と 2 回

にわたり、社会奉仕委員会により東北地方・岩泉町復興支援

フェスティバルについての炉辺、同じく 7 月に SAA、親睦委

員会の合同炉辺、8 月に広報・雑誌・IT 委員会のホームペー

ジ作成についての炉辺を開き、おかげ様で、10 月 26 日、岡

野会員により、我がクラブの公式のホームページが立ち上が

りました。9 月に増強委員会、10 月に新世代委員会による少

年野球教室について、また出席委員会、親睦委員会のクリス

マス例会について、12 月に新世代委員会、社会奉仕委員会合

同の少年野球教室と東日本大震災復興支援プロジェクトに

ついて、そして今年の 2 月に社会奉仕委員会の東北地方復興

支援プロジェクトについての炉辺を開いて頂きました。委員

長、委員会の皆様、ありがとうございました。 
 

今年度の主な事業と致しましては、 

2011 年 8 月は東北大震災の影響で、恒例のくじら祭りが中

止となり代わりに「東北地方・岩泉町復興支援フェスティバ

ル」が行われました。社会奉仕委員会が中心となり、猛暑の

中「ぶるぶるフィッシング」など子供たちが喜ぶイベントに

汗をかきました。当日の売上金 5 万円余を岩泉町へ送るとと

もに、昭島市から礼状を頂きました。くじら祭りとはまた違

った思い出になりました。 

9 月は藤波ガバナー補佐、中里グループ幹事の来訪時に「ク

ラブ活性化のための長期計画について」クラブフォーラムが

開かれクラブの今後の活動について過去を検証しながら真

剣に討議されました。 

10 月昭島 RC と合同での片倉ガバナーの公式訪問が行われ、

12 月 21 日は恒例のクリスマス例会では、会員 38 名他、奥

様、家族を含め 60 名の出席で行われ、ピアノ演奏とオペラ

歌手の声量を堪能致しました。 

12 月 25 日第 17 回青少年野球教室、2012 年 1 月 11 日新年

初例会、2 月、6 クラブ合同例会、地区大会、3 月、昭島 RC

との合同例会と続き、また 3 月から交換留学生受け入れ事業

として、西野会員宅にてガブリエラさんを迎え今日に至って

います。4 月、多摩川一斉清掃、6 月 10 日・11 日は黒部ア

ルペンルート、信州大町温泉への親睦旅行に西野会員の奥様、
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お嬢さま、ガブリエラさんはじめ、星野会員、内藤会員、本

田会員の奥様方のご協力、又、犀川、岡野女性会員の参加に

より 30 名の参加を頂き、華のある盛り上がった親睦旅行で

した。 

今年度最後の活動と致しまして、さきほど小島社会奉仕委員

長より報告のありました「東北大震災復興支援プロジェク

ト」、岩泉町小本小学校、小本中学校への学校図書の寄贈が

あります。 
 

その他の活動と致しましては、 

9 月、10 月、11 月、3 回にわたり、カンボジアへ送る子供用

車椅子の整備、クラブ合同プロジェクトカンボジア教師育成

支援への参加等もありました。 

又、今年度地区米山選考委員会へ前澤会員、米山増進委員

会へ山中会員、ロータリー財団は比留間会員になって頂きご

活躍頂きました。 

そして、小山会員には米山特別寄付金とポール・ハリス・

フェローとベネファクター、柴田会員、佐々木会員には米山

特別寄付金をご協力頂きました。 

又、会員増強に関しましても今年度は春日会員、佐々木会

員、清水会員、竹中会員、指田会員に入会して頂きました。

前澤増強委員長をはじめとする増強委員会の皆様、そして紹

介者の星野、下田、村野、山中会員のご尽力に感謝いたしま

す。 

それから、内藤委員長はじめゴルフ部会の皆様には陰なが

ら親睦にご協力頂き有難うございました。以上、数え上げれ

ばきりがありませんが、どれ一つとっても会員の皆様の御協

力なしにはできないことばかりです。御協力、本当にありが

とうございました。 

最後になりますが、１年間、会長よりも大変なお役目の幹

事として、私を支えてくれました。蜂巣幹事の労をねぎらう

とともに感謝申し上げます。蜂巣幹事ありがとうございまし

た。 

そして、事務局の羽鳥さん、会員への連絡、地区との連絡、

会報の作成等、裏方のお仕事ありがとうございました。

★蜂巣 義和幹事 
6 月 29 日（金）6 時半より「翠凰楼」

にて理事会を予定しております。理事の

方々はご出席をお願いいたします。 
 

お陰様で本年度最後の例会を迎える

ことが出来ました。皆さまのご支援、ご

協力を賜り、復興支援フェスティバル、

ホームページの配信、野球教室、クリスマス例会、親睦旅行、

岩泉町への復興支援等々、大成功に終わったと思います。本

当にありがとうございました。この 1 年は私にとって 50 代

最後の年でした。6 月 20 日で 60 歳となってしまいました。

この1年間経験した事は一生の思い出としてこれからも大事

に取っておきたいと思います。 

いよいよ次週から新年度が始まります。柴田会長様、荒川

幹事様、これから 1 年頑張って下さい。今年は荒川幹事に助

けて頂きましたので、次年度からも一生懸命応援していこう

と思っています。 

最後に佐藤会長、私を佐藤年度の幹事に指名して頂き本当

にありがとうございました。 
 

●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 44 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定 （荒川 義昭プログラム委員長） 

 

7 月 4 日（水） 「新年度 活動方針」 

柴田康好会長・荒川義昭幹事 

「懇親会」 

 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 

●ニコニコ BOX発表  （今藤 貫徳親睦委員長） 

◎佐藤会長 1 年間本当にありがとうございました。感謝あるのみです。 

◎蜂巣幹事 1 年間、ありがとうございました。 

◎石岡会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間ご苦労様でした。本年度最終例会を祝して。 

◎今藤会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間ありがとうございました。 

◎小島会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間おつかれ様でした。 

◎小山会員 会長、幹事様、この 1 年間ごくろう様でした。 

◎下田会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間おつかれ様でした。 

◎内藤会員 佐藤会長、蜂巣幹事、今年は御苦労様でした。 

◎西野会員 佐藤会長、蜂巣幹事の 1 年間のご活躍を讃えて！！ 

◎村野会員 会長幹事、理事の皆様、1 年間ご苦労様でした。 

○荒川会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間大変お疲れ様でした。また、いろいろとお世話になりました。 

○伊藤会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間ごくろう様でした 

○中野会員 佐藤会長、蜂巣幹事、役員の方々、1 年間、おつかれさまです。 

○曳地会員 1 年間ありがとうございました。来年度も宜しくお願いします。 

○本田会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間ご苦労様でした。 

○前澤会員 佐藤会長、蜂巣幹事の最終例会を祝して。 

○渡邉会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間ご苦労様でした。ありがとうございます 

・岡野会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間おつかれさまでした。 

・春日会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間おつかれ様でした。そして、ありがとうございました。 

・佐伯会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間お疲れ様でした 

・白石会員 佐藤会長、蜂巣幹事、各役員の皆様、1 年間おつかれ様でした。今後も宜しくお願い致します。 

・鈴木会員 会長、幹事 1 年間おつかれ様でした 

・田畑会員 会長、幹事、1 年間おつかれ様でした。 

・富田会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間おつかれさまでした。 

・山中幸子会員 佐藤会長はじめ、役員の皆様、1 年間、お疲れ様でした。蜂巣幹事、色々気遣いなさったことお疲れ様 

・芳見会員 佐藤会長様、蜂巣幹事様、1 年間大変御苦労様でした 感謝申し上げます ありがとうございます。 

・若杉会員 佐藤会長、蜂巣幹事、1 年間ご苦労様でした。 


