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●本日の司会        （本田 征勇 SAA） 

 

●開会点鐘         （柴田 康好会長） 

 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

（有）志賀工務店 代表取締役 志賀 義任様 

米山奨学生 金太月さん 

青少年交換留学生 ガブリエラさん 

 

●新旧会長幹事バッチ交換 

 

 
 

●直前会長幹事への感謝状及び記念品贈呈 

 

 
 

●前年度皆出席者記念品贈呈（佐藤 義弘直前会長） 
 

 
 

●米山奨学金授与  （米山奨学生 金太月さん） 

●ご挨拶    （ガブリエラ・ルジニキさん） 

 

皆さん、お世話に

なりました。 

ブラジルに帰って

からも日本との架け

橋になれるよう頑張

ります。ブラジルの

旗とブレスレットを

皆さんにプレゼント

します。 
 

●佐藤 義弘直前会長よりご報告 

 

復興支援プロジェクトで小本小学校、小本中学校に図書を

寄贈した件につき、岩手県岩泉町長よりお礼状が届きました。 
 

●新年度所信表明      （柴田 康好会長） 

 

この度、東京昭島中央ロータリーク

ラブ第 24 代会長を仰せつかり、その

重責を考えますと会員の皆様のご指

導、ご協力なくしてこの 1 年間を努め

ることは出来ません。一生懸命頑張っ

てまいる所存でございますので宜し

くお願い申し上げます。 

さて、本年度の RI 会長は日本人として 30 年ぶり、3 人目

の田中作次 RI 会長です。RI テーマは「奉仕を通じて平和を」

と発表されました。奉仕を通じて多くのことを学び成長し、

そして、周囲の人に感謝の気持ちと尊重の念を持つことによ

り、人々が平和に暮らすことが出来ると言っております。ま

た、第 2750 地区佐久間崇源ガバナーは「ロータリーを楽し

もう」Enjoy Rotary とされました。すべてのロータリー活動

を「楽しむ」という前向きな姿勢を呼びかけられました。 

当クラブの本年度テーマは「楽しもうロータリー・広げよ

う奉仕の輪」とさせていただきます。当クラブにおいては、

ここ数年新しい仲間が増えてまいりました。目標の会員数 50

名を達成すべくまずは、会員が楽しくなければ増えるわけも

無く、楽しんでいる姿を見ていただくことによりおのずと増

員となることと思います。楽しむためにはどうしたら良いか

を会員の皆様と共に考え実践していく1年にしたいと考えて

おります。この不景気の時代だからこそ、週 1 回の例会は皆

で楽しみましょう。また、会員の皆様が心も身体も健康で家

庭円満であればこそ、奉仕の輪を広げることが出来ることと

存じます。 

会員の皆様が仲良く笑顔のあふれるクラブになれる様、努め

てまいりますので 1 年間宜しくお願い致します。 

私は、命を懸けてやっていくつもりです。私は群馬の富岡か

らこちらへ来るのですが、空いていても 1 時間 50 分は掛か
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ります。しかしながら、風があっても雨が降っても一生懸命

1 週間に１度はこちらへ来なければと決心しております。 

 

●幹事報告及び幹事挨拶   （荒川 義昭幹事） 

 

8 月 31 日（金）、9 月 1 日（土）、第 11

回日韓親善会議が開催されます。登録料

は 22,000 円となっております。特別講演

としまして小泉進次郎氏、緒方貞子氏の

講演が予定されております。 

2012-2013 年度ロータリー世界平和フ

ォーラムが開催されます。内容について

はまだ詳細は決まっていないようですが、開催日は 5 月 17

日（金）、18 日（土）で場所は広島国際会議場となっており

ます。7 月 2 日（月）ロータリー財団地域セミナーが開催さ

れ、地区補助金委員の小島会員と私で出席してまいりました。

全国から 410 名程の参加があり、朝 9 時から夜 7 時頃まで缶

詰めで勉強をしてきました。多摩中グループ各クラブより例

会変更のお知らせが来ておりますので、メイクをされる方は

事務局までお問い合わせ下さい。本年度ミニ会員名簿を作成

予定ですので、写真データの作成にご協力をお願い致します。 

炉辺会議、委員会等を予定されている方は、例会の委員会報

告で、必ず皆さんにお知らせをしていただくようお願い致し

ます。概況書が完成しました。皆さんの情報に間違いがない

かご確認をお願いいたします。 

新年度がいよいよ始まりました。1 年間よろしくお願い致

します。まずは柴田会長、私を幹事にご指名いただきまして

ありがとうございます。入会して 4 年目のこの時期に貴重な

体験をさせていただけるということは、本当にありがたく思

っております。3 ヶ月前には、本当に私が幹事を出来るのか

と毎日のように悩んでおりました。しかし、下田パスト会長

や佐藤直前会長や色々な方にご指導いただいて、お前なら出

来ると非常に心強い言葉をいただいて、なんとか本日の初例

会を迎えることが出来ました。私からのお願いなのですが、

本年度の会長テーマ「楽しもうロータリー・広げよう奉仕の

輪」についてですが、単に楽しくおかしくということではな

く、大変なプロジェクトや奉仕等あると思いますが、常に前

向きに楽しむということを忘れずに1年間柴田会長を盛り上

げていただければ、私は何も言うことはございませんのでよ

ろしくお願いします。 
 

●出席報告       （鈴木 栄出席委員長） 
 

会員数  44 名 出席義務会員  42 名 
 

本日の出席 35 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告 
 

★石岡 孝光社会奉仕・環境保全委員長 

今年度のくじら祭が 8 月 4 日（土）、5 日（日）に開催さ

れます。こちらは当クラブに於いても大きな事業の 1 つとな

っておりますのでご協力の程、よろしくお願い致します。役

割分担等につきましては追ってご連絡致しますが、先日、ポ

ロシャツとキャップの購入についてお知らせを致しました。

お持ちでない方は購入をお願い致します。7 月 10 日（火）

立川がんこにて前年度及び今年度の合同炉辺会議を行いま

す。回答がまだの方は、返信をお願い致します。 
 

★前澤 外喜男増強・選考・分類委員長 

新年度から縁起のよいことがあり、入会希望の方より入会申

し込みをいただきました。正式には理事会を通して皆様にご

報告申し上げます。 
 

●次週例会予定 （工藤 開光プログラム委員長） 

 

7 月 11 日（水）   「新年度 活動方針」各委員長 
 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長） 

 

●ニコニコ BOX発表  （小島 弘明親睦委員長） 

◎柴田会長 1 年間がんばります 

◎石岡会員 柴田会長、荒川幹事、1 年間よろしくお願いいたします。 

◎今藤会員 皆さん、今年度も宜しくお願い致します。柴田会長、荒川幹事、1 年間頑張って下さい。 

◎小島会員 柴田会長、荒川幹事、本年 1年間宜しくお願い致します。また指田さんの入会を祝して！！ 

◎佐藤会員 柴田会長、荒川幹事の初例会を祝して。 

◎下田会員 2012－2013 柴田・荒川年度初例会を祝して 

◎滝野会員 柴田会長、荒川幹事の出航を祝します。新会長、幹事、役員の皆様 1 年間よろしくお願いします。 

◎内藤会員 柴田会長、荒川幹事、1 年間宜しくお願い致します。 

◎蜂巣会員 柴田会長様、荒川幹事様、新年度スタートおめでとうございます。 

◎星野会員 柴田年度初例会を祝し 

◎本田会員 柴田会長、荒川幹事、1 年間、宜しくお願いいたします。 

◎村野会員 会長幹事、理事の皆さんの門出を祝すと共に指田会員のスタートを祝います。頑張って下さい。 

◎山中秀一・幸子会員 

柴田会長、荒川幹事の船出を祝して。又、本日山中秀一と山中幸子は大阪営業所移転の為欠席します。申し訳ありません。 

○荒川幹事 昭島中央ロータリークラブのみなさま、本年度 1 年間ご協力よろしくお願いいたします。 

○中野会員 新年度、初例会を祝して 

○西野会員 柴田、荒川年度スタートを祝して！！又、佐々木先生には先日ガビちゃんの虫歯の治療を無料で診ていただ

きありがとうございました。 

○前澤会員 柴田会長、荒川幹事の船出を祝してニコニコ。指田会員の入会歓迎会を心より祝います。 

○渡邉会員 柴田会長、荒川幹事 1 年よろしくお願いいたします。 

・岡野会員 柴田会長、荒川幹事、1 年間よろしくお願い致します。 

・春日会員 柴田新会長、荒川新幹事、1 年間よろしくお願いします。 

・小山会員 今年度会長幹事 1 年間がんばってください。 

・佐伯会員 柴田会長、荒川幹事 1 年間頑張って下さい。 

・白石会員 柴田丸の船出、おめでとうございます。新役員の皆様、1 年間宜しくお願いします。 

・鈴木会員 柴田会長、荒川幹事 1 年間よろしくお願い致します 

・田畑会員 柴田会長、荒川幹事を祝福して、本年度よろしくお願いします。 

・曳地会員 柴田、荒川年度の発足を祝って。 

・芳見会員 新年度初例会を祝して 

・若杉会員 柴田会長、荒川幹事を祝福して、本年度よろしくお願いします。 


