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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「我らの生業」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

東京昭島ロータリークラブ会長 栄田 不二雄様 

東京昭島ロータリークラブ幹事 向山 英雄様 

米山奨学生 金太月さん 

 

●会務報告         （柴田 康好会長） 

 

7 月 12 日（木）2012-13 年度第 1 回クラブ会長・幹事

会へ出席するため、私と幹事と前澤地区米山増進委員長

で目黒雅叙園へ行ってまいります。 

 

●幹事報告         （荒川 義昭幹事） 

 

栄田会長、向山幹事、本日はありがとうございます。 

7 月 5 日（木）佐久間年度キックオフパーティーへ前澤

地区米山増進委員長と富田地区米山増進委員に出席して

いただきました。7 月 10 日（火）本年度と昨年度の社会

奉仕委員会で合同炉辺会議を立川がんこにておこなって

おります。炉辺の内容としましては、くじら祭のことを

中心に話し合っていただきました。7 月 11 日（水）R 財

団地区米山補助金委員会へ小島地区補助金委員に出席し

ていただきました。7 月 25 日（水）理事会の開催を予定

しておりますので、役員理事の方々はご出席をお願いい

たします。 
 

●ご挨拶   （東京昭島ロータリークラブ様） 

 

皆さん、こんばんは。

本日は柴田年度の例会

に表敬訪問にまいりま

した。私達のクラブ、貴

クラブ共に昭島に根を

下ろしたロータリーク

ラブで血の繋がりを持っております。市の行事にも共に

参加し活動を行っております。会員同士、知人友人も多

く親しくお付き合いをさせていただいております。これ

からもより一層の親密なお付き合いをお願いいたします。 

●前年度皆出席者記念品贈呈（佐藤 義弘直前会長） 

 

 
 

●各委員長新年度活動方針 
 

★ロータリー財団委員会 山中 秀一委員長 

基本方針は、柴田会長スローガン「楽しもうロータリ

ー・広げよう奉仕の輪」の通り、財団活動に積極的に参

加、行動し奉仕の輪を広げていきたいと思っております。 

事業計画としては、財団に属されております米山委員

会の伊藤委員長と協力しながら、財団・米山の推進をは

かっていきたいと思います。内容としましては、①財団

月間に地区からの卓話をお願いする。②地区補助金を申

請し車椅子を海外に送る。③年次寄付及びポールハリス

フェロー、ベネファクターを会員にお願いする。④会員

に地区財団活動を報告し理解してもらうということです。 

この中で補助金につきましては、タイへ 80 台の車椅子

を送るという内容で、本日申請書を地区へ提出し、動き

始めています。申請金額は約 65万円で申請しております。 
 

★奉仕プロジェクト委員会 内藤 征一委員長 

奉仕プロジェクトは四大奉仕委員会（社会奉仕・新世

代・職業奉仕・国際奉仕）の上に位置しております。四

大奉仕は自クラブの為に活動するのではなく、対外的に

奉仕活動をする委員会です。新年度になり早々にくじら

祭の打ち合わせを社会奉仕委員会としております。新世

代委員会については会長の方針で 12月に青少年野球教室

を開催することが決まっています。国際奉仕委員会は車

椅子を送ることが決まっています。 

これから 1 年ありますので、どうせやるなら目立つよ

うな良い奉仕活動をしたいと思っておりますので、よろ

しくお願い致します。 
 

★米山委員会 伊藤 満雄委員長 

概況書に基本方針等載せておりますが、とにかく皆さ

んのご協力で米山記念奨学金、寄付増進に邁進したいと

思います。しつこく皆さんに寄付をお願いいたしますの

で、どうか 1 年間よろしくお願いします。 
 

2012～2013 年度クラブ運営方針 

「楽しもうロータリー・広げよう奉仕の輪」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 
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★社会奉仕・環境保全委員会 石岡 孝光委員長 

基本方針としましては、日本経済の大きな転機から 1

年を迎え「絆」を深く考えさせられる事となりました。

ロータリーの社会奉仕活動においては、より楽しさの輪

を地域に奉仕し、「絆」を深め、経済発展の原動力となる

ような奉仕活動の運営を目指します。 

事業計画としましては、第 40 回昭島市民くじら祭の運

営（ミニ SLの運営・パレードへの参加・大くじらの牽引）、

多摩川一斉清掃への参加となります。それから、昨年度

小島委員長のもとで被災地の岩泉町へ図書を贈り、大変

素晴らしい活動をなさったので、今年度も何か新しい事

業として、被災地の方々にお役に立てることが出来れば

よいかなと思っております。 
 

★新世代委員会 田畑 勝久委員長 

基本方針 

未来を担う青少年たちが、健全で明るい社会を築けるよ

う支援活動を推進する。 

事業計画 

①青少年支援活動として少年野球教室の開催。②昭島ロ

ータリークラブのローターアクト・インターアクトへの

支援活動を行う。③青少年交換事業の推進。④地域の青

少年育成のためのスポーツ教室やその他事業の検討をす

ると共に活動する。 

12 月 23 日の少年野球教室を大いに盛り上げるよう頑張

りますので、よろしくお願いいたします。 
 

★職業奉仕委員会 中野 勝夫委員長 

私を含め 10名の委員で本年度はやっていきたいと思い

ます。 
基本方針は、職業奉仕はロータリー活動の原点であり、

職業に対し高い倫理観を持ち、自らの職業を通して如何

に社会に奉仕出来るかを、会員の皆様と考えていきたい

と思います。 

事業計画としては、①会員の皆様、又は地区の職業奉

仕委員会の方々の卓話をお願いするということで、10 月

の社会奉仕月間に地区の職業奉仕委員長をお招きして、

勉強会をやろうと思っています。また、会員の皆さんに

仕事を通してどのように社会貢献をしているかお話を聞

きたいと思います。②市内の事業所の見学を行い、いろ

いろな方々の仕事を理解する場を持ちたいと思います。 
 

★クラブ管理運営委員会 下田 安治委員長 

基本的にロータリーは、四大奉仕を達成するのが大き

な目標です。その達成のためクラブの中に増強や情報や

親睦等の委員会があり、クラブを如何に上手く運営して

いくかが使命だと思います。それを念頭に置き、各委員

会と話し合い、少しでも目的に向けて達成できるよう努

力したいと思います。 
 

★長期計画委員会 下田 安治委員長 

前年度は西野委員長のもと、クラブフォーラム等で

色々皆さんにご検討をいただきましたが、それをもう少

し具体的に短期長期を見ながら、どのような奉仕活動を

していったらよいのか皆さんのご意見を聞きながら進め

ていきたいと思います。地区のほうからの書類を見ると、

長期計画は修正しても構わないということですが、あま

りに修正してしまっては、長期計画ではなくなってしま

うと思うので、その辺を念頭に入れ進めたいと思います。 

●ニコニコ BOX発表（犀川 美佐緒親睦副委員長） 
 

◎東京昭島ロータリークラブ様 

柴田会長、荒川幹事 1 年間頑張りましょう。中央 RC の皆

様よろしくお願い致します。 
 

◎柴田会長 

栄田不二雄会長、向山英雄幹事ご来訪ありがとうござい

ます。また各委員長活動方針よろしくお願いします。 
 

○荒川幹事 

栄田会長、向山幹事本日はご来訪誠にありがとうござい

ます。本日は委員長の皆様よろしくお願いいたします 
 

・犀川会員 

１回遅れですが・・・。柴田会長、荒川幹事 1 年間よろ

しくお願い致します。 
 

・西野会員 

栄田会長、向山幹事、ようこそお出で下さいました。歓

迎致します。 
 

7 月結婚記念 

宇田川会員、指田会員、山中幸子会員、山中秀一会員 
 

7 月誕生記念 滝野会員 
 

●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 27 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 

今年のくじら祭のポスターが出来ました。60 枚用意し

てありますので、皆様の事業所等に貼り出していただき

PR をお願いいたします。 
 

★鈴木 栄出席委員長 

今年度から受付の方法が変更になりました。前年度ま

では出席カードにサインをいただいていたのですが、今

年度から出席表に丸を付けていただくという形になりま

した。 

7 月 13 日（金）7 時より SAA・親睦・出席委員会の合

同炉辺会議を予定しております。各委員の方、ご出席を

お願い致します。 
 

★前澤 外喜男増強・選考・分類委員長 

初例会で皆さんに新入会員の志賀義任さんをご紹介し

ましたが、今回もう 1 人理事会の持ち回りで承認を得ま

したので、ご報告いたします。お名前は石川一郎様です。

先月卓話をお願いした方で西徳州会病院の事務局長さん

です。 
 

●次週例会予定 （工藤 開光プログラム委員長） 

 

7 月 18 日（水）「新年度 活動方針」各委員長 
 

●閉会点鐘         （佐藤 義弘会長 


