
2014～2015 年度クラブ運営方針 

「真心をつくす」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （曳地 義正副SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

米山奨学生 レ ホアン アンさん 
 

●会長の時間        （伊藤 満雄会長） 
 

私事ですが、先日、母親が 97

歳で亡くなりまして、大往生でし

た。クラブより、また、個人様よ

り、生花や弔電をいただきありが

とうございました。 
 
 

本日は、柔道の形と技の種類に

ついてお話したいと思います。柔道の形は 9 つあります

が、これを全部やっているのは、警視庁武道館の 1 年間

の合宿です。午前中は座学、午後は形の講習ということ

でみっちり教え込まれます。武道大学でもやっているか

は分かりませんが、教える方が知らないかもしれません。 
 

～形～ 

1 講道館投げの形 

（手技、腰技、足技、真捨身技、横捨身技） 

2 固の形（抑え技、絞技、関節技） 

3 極の形（当身技や武器を用いて攻撃、防御をし、真剣勝

負の理論と実際を学ぶ、居取 8 本、立ち合い 12 本、素手

または短刀、大刀を用いて行う） 

4 柔の形（元は女性のみ行っていた、形は第 3 教 15 本） 

5 古式の形（起倒流柔術の鎧組打の形、表の形 14 本、裏

の形 7 本で鎧、兜を付けて行う） 

6 五つ形 

（嘉納師範が攻防の理合いを水の流れ様相で表現、5 本） 

7 護身術 

（組み付く、絞め、打つ、突く、ける、また短刀、杖、

拳銃などを用いての攻撃を予想して身を守る方法 21 本） 

8 精力善用国民体育の形 

9 女子護身術 
 

～投げ技～ 

大正 9 年制定された 5 教の技は 40 本 
 

～その他～ 

（もろ手刈り、踵返し、朽木倒し、手車、など） 
 

●幹事報告         （小島 弘明幹事） 

 

地区より、ミクロネシア連邦巨

大台風被害義捐金について、寄付

のお願いが来ております。次回理

事会に諮り、クラブでも取りまと

めをしたいと思います。 

地区より、年度末退会を防ぐた

めのお願いがきております。 

～全ロータリアンが努力し、退会

防止のための「火の用心活動」として「一声掛けましょ

う」～ 

昭島観光まちづくり協会より、第七回あきしま郷土芸

能まつりは、前夜祭を 5 月 24 日（土）に、本祭を 5 月 25

日（日）に行いますので、是非ご来場くださいとのご案

内がきております。 

4 月 15 日（水）の 6 クラブ合同例会は、SAA、親睦委

員会は 5 時パレスホテル集合となります。一般会員は 5

時半より受付開始、6 時開会点鐘となります。当日、名刺

交換を行ないますので、ご準備をお願いいたします。 
 

●卓話「PETS報告」（今藤 貫徳会長エレクト） 
 

3 月 26 日（木）、27 日（金）と

新宿のハイアットリージェンシ

ー東京で PETS（会長エレクト研

修セミナー）に行ってまいりまし

た。通夜と葬儀で途中抜けてしま

いましたので、後日、補講を受け

て修了証をいただく予定です。 

多摩中グループの方々と一緒

にいたのですが、2 回目の会長という方が、3 人ほどいら

っしゃいまして、随分とペッツも変わったなあという意

見もありました。お手元の資料をご覧ください。 

RI テーマは「世界のプレゼントになろう」Be a gift to 

the world です。地区重点目標は今までと内容的には変わ
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ってはおりません。しかし、年々IT 化の波が来ています。

全てペーパーレスに、という事が言われています。 

ロータリーのウェブの中に、My ROTARY という各個人が

登録できるポジションがあり、これは個人のメールアド

レスを持っていなければ登録出来ません。 
 

2015-16 年度 RI 会長賞について（抜粋） 

○必須項目「少なくとも 15 のクラブ目標を、ロータリー

クラブ・セントラルに入力する。」 

○会員の増強と維持（4 項目から、3 項目を達成する） 

・会員数の純増（49 人以下のクラブは 1 名）・女性会員の

純増（49 人以下のクラブは 1 名）・会員維持率の向上

（1％）・新会員推薦者の増加（1％） 

○オンラインツールの利用 

（4 項目から、2 項目を達成する） 

・My ROTARY へのアカウント登録：全クラブ会員の少な

くとも 50％が登録を完了する 

・ロータリーショーケースの利用：少なくとも 1 件のプ

ロジェクトについて、情報を掲載する 

・ロータリーのアイデア応援サイトの利用：ほかの地区・

クラブによるプロジェクトを支援するか、クラブ独自の

プロジェクトに対する応援を募る 

・My ROTARY のフォーラムへの参加：少なくとも二人の

会員が、フォーラムでのディスカッションに参加する 
 

これら達成する事は、当クラブだけでなく他のクラブ

にとっても非常に難しい事だと思われます。 
 

2 日目は四つの時間割になっていて、その中でガバナー

エレクトとの対話や、ワークショップでの My ROTARY の

登録の仕方などをテーブル毎に勉強したり、会員基盤の

強化とクラブ活性化、認知度の向上、公共イメージ、ロ

ータリーデーの策定などについて勉強したりしました。 

 何につけても、ウェブを活用するようになっておりま

して、クラブでやったプロジェクトについて写真を載せ

たりなどもしていくようです。そうすると、グループや

地区で、全体で何人のロータリアンがいて、どのような

事業を行っているのか把握出来るようになります。その

ような流れの中で、クラブとしてどのように使っていけ

ば良いのか、このようなものがあるという事を、ウェブ

の中からピックアップして皆さんにお見せしていけば、

活用している事になるのではないのかと思います。 

それから、気になったところでは、職業分類について

ですが、分類は大切であるのでしっかりとクラブでもう

一度考え直して、増強増員をすすめてくださいという事

でした。 
 

●ニコニコ BOX発表  （石岡 孝光親睦委員長） 
 

◎伊藤会長 

この度は、母の葬儀に際しまして、会を始め、みな様か

ら、生花香典等をいただき誠にありがとうございました。 
 

・小島幹事 

今藤エレクト、PETS、おつかれさまでした。 
 

・今藤会員 

ペッツ補講です。すいません。 

●出席報告      （工藤 開光出席委員長） 
 

 
 

会員数  48 名 出席義務会員 46 名 

本日の出席 26 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告 
 

石岡 孝光親睦委員長 

 
親睦旅行の日程は 5 月 31 日（日）～6 月 1 日（月）、場

所はびわ湖周遊、雄琴温泉に決定いたしました。 

本日の例会終了後、親睦旅行についての親睦委員会会議

を開きますので、委員の方はご出席をお願いいたします。 
 

渡邉 信義副幹事 

 
地区より、次年度の青少年交換派遣学生の募集及び推

薦のお願いがきております。書類を事務局に置きますの

で、推薦したい学生がいらっしゃる方はよろしくお願い

いたします。締め切りは 7 月 7 日です。 
 
 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 
 

 
 

4 月 15 日（水）6 クラブ合同例会 
 

4 月 22 日（水）「卓話」 

昭島市教育員会 教育長 木戸 義夫 様 
 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長）
 


