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●本日の司会        （佐藤 義弘副SAA） 

 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 

●6 月の童謡「七つの子」 

 

※岡野 景子会員のリクエスト 
 

●本日のお客様 
 

多摩中グループ ガバナー補佐 濱仲 幸弘様 

多摩中グループ グループ幹事 宍戸 隆介様 
 

●ご挨拶（多摩中グループガバナー補佐 濱仲 幸弘様） 
 

昭島中央ロータリークラブさんは、「真心をつくす」と

いうスローガンのもと、伊藤会長、小島幹事を中心に充

実した 1 年を送られたことと、あらためてお慶び申し上

げます。昭島中央さんは RI 会長賞を無事受賞されます。

2750 地区は全部で 99 クラブありますが、RI 会長賞を受

賞するのは、32 クラブです。ロータリー財団にも多大な

貢献をしていただきました。地区重点目標達成クラブ（年

次寄付、恒久寄付、ポリオプラス 3 部門全て達成したク

ラブ）は 99 クラブ中 36 クラブでしたが、こちらにも昭

島中央さんは入っております。誠にありがとうございま

した。 

●幹事報告         （小島 弘明幹事） 
 

※多摩中グループ例会変更 

（立川 RC）6 月 12 日（金）→同日夜間例会、（小金井 RC）

6 月 11 日（木）→休会、（国分寺 RC）6 月 23 日（火）→

夜間例会、（三鷹 RC）6 月 16 日（火）→早朝例会、（国立

RC）6 月 17 日（水）→夜間最終移動例会、（井の頭 RC）

6 月 15 日（月）→同日移動例会、（国立白うめ RC）6 月

22 日（月）→最終夜間例会 

●各委員長活動報告Ⅰ 
 

※内藤 征一奉仕プロジェクト委員長 

我々のクラブには 4 つの奉仕

委員会がございます。 

社会奉仕委員会は志賀委員長

で、第 42 回くじら祭を担当しま

した。約半年前から商工会などに

出向き準備をしていただきご苦

労様でした。今年度は台車が壊れ

てしまったそうですが、何事もなく終えられました。 

職業奉仕委員会は犀川委員長です。今年度は立川にあ

る多摩テクノプラザへ行き見学をして、色々な話を聞き、

勉強になりました。 

青少年委員会は若杉委員長で、20 回目の少年野球教室

を開催しました。20 回目ということで、華やかなで盛り

上がったと思います。それから、今回初めて少年柔道大

会の支援を行いました。 

国際奉仕委員長は曳地委員長です。地区補助金をいた

だいて、パラグアイへ 140 台の車椅子を送ることが出来

ました。 

各委員長が努力をされ、それぞれの委員会が大変良い

活動をしたと思います。 
 

※志賀 義任社会奉仕委員長 

社会奉仕委員会といたしまし

ては、8 月 2 日（土）、3 日（日）

第 42 回昭島市民くじら祭に参加

をいたしました。2 日間大変良い

天気に恵まれ、大変暑い中を皆さ

んに頑張っていただき、感謝して

おります。パレードの時にくじら

の台車が壊れるアクシデントが

あり、牽引していただいた方にはご苦労を掛けましたが、

幸いなことに怪我や事故なく無事に終わらせることが出

来ました。反省点等、新年度の岡野委員長に引き継ぎた

いと思います。 

8 月には、広島の豪雨災害があった際には、募金箱を作

り皆様にご協力をしていただきました。 

年が明け、5 月 10 日（日）多摩川クリーン作戦に参加

をいたしました。約 10 名の会員に参加をいただき、清掃

に協力をいたしました。 

1 年間、ありがとうございました。 
 

※若杉 司青少年委員長 

今年 7 月に委員会は 10 名でス

タートをしました。志賀委員長と

話をして、お互い兄弟委員会とい

うことで 9 月 18 日（金）に合同

で炉辺を実施し、柔道大会、野球

教室の打ち合わせを行いました。 

11 月 3 日（祝）の少年柔道大会に

向け、例会後に会長幹事と 5 回ほ

ど打ち合わせをし、大会当日は 11 名で参加をし、メダル

のプレゼンテーターを務めました。少年少女の真剣な眼

差しに感動をいたしました。 

野球教室の準備のため、歴代委員長や先輩方に聞きなが
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ら資料作りに入りました。12 月 8 日（火）に第 2 回の炉

辺会議を実施し、役割分担等を決め、12 月 23 日（祝）第

20 回青少年野球教室を迎えることが出来ました。 

無事に終えることが出来ましたのは、皆様のお陰だと

思います。ありがとうございました。 
 

※曳地 義正国際奉仕委員長 

今年度も海外に子ども用車椅

子を送る会とタイアップで車椅

子の整備を行いました。9 月 21

日（日）と 10 月 19 日（日）の 2

日間、多数の方にご参加を頂き有

難うございました。 

10 月 21 日（火）、伊藤会長、小

島幹事、内藤奉仕プロジェクト委

員長と私でパラグアイの大使館に赴き、目録の贈呈式を

行いました。12 月末に車椅子が船積みされ、2 月頃にパ

ラグアイの首都アスシオンに到着、3 月に現地で贈呈式が

行われました。本国より感謝状をいただいております。

次年度も車椅子事業を行うそうなので、是非協力してい

きたいと思います。 
 

※村野 靜男クラブ管理運営委員長 

私が担当をいたしましたのは、奉

仕以外のところで、増強や SAA や

親睦など、クラブをいかに上手く

運営していくかというところで

すが、皆さんの思っている通り、

この 1 年間、非常に楽しかったの

ではないでしょうか。会長の「真

心をつくす」を頭に置きながら、

楽しくなければロータリーではないということで、我々

クラブの最大の武器であります親睦のもとに、楽しく運

営出来たのではないかと思います。嫌なこともなくクラ

ブ運営が発揮出来たのは、委員長さんがしっかりやって

いたということと、それをフォローする会員の皆さんが

積極的に出席をして盛り上げたということです。これか

らもクラブを盛り上げて頑張っていければと思います。 

1 年間、皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。 
 

※西野 勝介 SAA 

私と佐藤パスト会長、内藤パスト

会長、志賀会員、佐々木会員、曳

地会員の 6名で SAAを担当いたし

ました。1 年間を通して例会開会

30 分前から立って皆さんをお迎

えして、よく協力してくれたと思

います。 

今年の方針は例会を楽しく、そし

て秩序ある運営を心掛けて参りました。 

先ず、例会を運営する為に、会長、幹事、プログラム委

員長、親睦委員長と毎週、例会場や電話などで連絡を取

りながら確認をして参りました。 

それから、月に一度、童謡を入れるということで、1 曲

1 分 30 秒前後なのですが、この短い間に心を一つに歌を

歌うこと、そして、故郷を思い出す、童心に帰ることが、

有意義であったのではないかと思います。会員の生い立

ちも書かせていただきましたが、それも良かったのでは

ないかと思います。 

※下田 安治情報委員長 

情報委員会は、青葉会の岩本委

員長と一緒に、入会 3 年未満の会

員を対象に、分からないことに答

えていきましょうということで、

先日、佐々木会員宅のバラの鑑賞

を兼ねて、勉強会をいたしました。 

質問に答えるベテランも揃え

てお待ちしていましたが、日程の

関係もあり、なかなか入会 3 年未満の方が集まらなかっ

たのですが、その中でも情報交換は出来たのかなと思い

ます。 
 

※本田 征勇ロータリー財団委員長 

先ほど、ガバナー補佐より表彰

の話がありましたが、これは、ひ

とえに皆様のご寄付のお陰です。

特に今年度は、伊藤会長、渡邉次

年度幹事、小島幹事と私も入りま

すが、特別な寄付をいただきあり

がとうございました。お陰様でク

ラブ 1 人平均 150 ドルを達成いた

しました。 

私は、前年度は米山委員長をやり、今年度は財団委員

長で、お金集めばかりで非常に神経を使いました。 

。。。最後に新聞でポリオに関する記事を見つけましたの

でご紹介させていただきます。。。 

これを読んで思ったことは、一つの団体の運動ではポ

リオは無くならないということです。団体の力を集結し

て撲滅向かったほうが良いのではと思いました。 
 

●ニコニコ BOX発表  （石岡 孝光親睦委員長） 
 

◎伊藤会長 濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事

御来訪ありがとうございます。一年間、

御苦労様でした。 

・小島幹事 濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事

ご来訪ありがとうございます。各委員

長ありがとうございます。 

・荒川会員 バッヂ忘れました。ニコニコします。 

・佐藤会員 濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事

様ご来訪ありがとうございます 

・西野会員 濱仲ガバナー補佐、宍戸グループ幹事

には、一年間ありがとうございました。 
 

●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 31 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告       （渡邉 信義副幹事） 
 

本日の例会終了後、被選理事会を開催いたしますので、

次年度理事役員の方は、ご出席をお願いいたします。 
 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 
 

6 月 17 日（水） 各委員長活動報告Ⅱ 
 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長）
 


