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●本日の司会        （内藤 征一副SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

●6 月の童謡「ゆりかごの歌」 

 

※犀川 美佐緒会員のリクエスト 
 

♪ゆりかごの うたを かなりやが うたうよ 

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ♪ 
 

●会務報告         （伊藤 満雄会長） 
 

6 月 16 日（火）第 4 回クラブ会長・幹事及び地区リー

ダー合同会議がホテルオークラにて開催され、小島幹事

を出席をしてまいりました。会場で表彰が行われ、当ク

ラブは 4 部門にわたって賞を頂きました。 

 
 

※ RI 会長賞 
 

※ 会員増強功労賞 
 

※ 会員維持優秀賞 
 

※ ロータリー財団 

地区重点目標達成クラブ 

（年次基金・恒久基金 

ポリオプラス基金寄付） 
 
 
 

●幹事報告         （小島 弘明幹事） 

 

6 月 15 日（月）2014-15 年度多

摩中グループ新旧合同引き継ぎ

会へ会長、幹事、今藤会長エレク

ト、渡邉副幹事、事務局の羽鳥さ

んで参加をいたしました。 

6 月 16 日（火）第 4 回クラブ会

長・幹事及び地区リーダー合同会

議に会長幹事で出席をしてまい

りました。 

2011-12 年度多摩中グループグループ幹事・今年度国立白

うめ RC 幹事の中里様の奥様がご病気のため、お亡くなり

になりました。 
 

●各委員長活動報告Ⅱ 
 

※犀川 美佐緒職業奉仕委員長 

まず、職業奉仕月間の 11 月 19

日（水）地区職業奉仕委員会委員

長の小野勝昭様をお迎えし、「私

が考える職業奉仕」の卓話をいた

だきました。11 月 26 日（水）に

は、私の方から「キャリアアップ

助成金について」の卓話をさせて

いただきました。それから、4 月

1 日（水）に多摩テクノプラザ産業技術研究センターを総

勢 20 名ほどで、日本の製造業を支える検査方法や 3D プ

リンターなどを見学しました。皆様、ご協力ありがとう

ございました。 
 

※石岡 孝光親睦委員長 

例年親睦委員長がご苦労なさ

っているのをみておりましたの

で、大変だろうなと思っていまし

たが、1 年間やってみて、想像よ

りもはるかに大変で、慌ただしい

1 年でした。その分、あっという

間で充実をしていました。SAA や

プログラム委員会と相談をした

り、教えていただく事が非常に多かったと思います。 

年初に事業計画を 3 つほど挙げました。初例会から始

まり、くじら祭の食事の準備、直近では親睦旅行や合同

例会など親睦委員会の出番が多かったのですが、委員の

皆様、会員の皆様のご協力のお陰で、この 3 つは達成出

来たと思います。 

ニコニコ BOX は、会員の皆様のお気持ちですので、極
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第 1234 回 例会報告 
 



力自分で読み上げ、イベントで人数が多い時も全て読み、

全員に拍手をもらうことを心掛けておりました。残り 1

回ですが、皆さんのお気持ちをいただければと思います。 
 

※前澤 外喜男増強委員長 

私が増強を始めてから、7 年間

が終わりました。 

まずは地区から表彰を受けた

ということですが、純増 5 パーセ

ントで 3 名入会をいただき、こち

らは早めに達成をしました。それ

から、昨日、一昨日、2 名の方か

ら入会申込書をいただきました。

これを入れますと今年度は 5 名の入会で私自身の目標は

達成したかなと思います。20 周年の時から 50 名を目標に

やってきて、達成記念のお祝いもやっていただいて、満

足をしております。増強は数字がモノを言いますから、

やったかやらないかではなく、数字が会長さんの所へ行

きます。その意味では、7 年間会長さんには協力をいただ

きました。感謝を申し上げます。 

星野創立会長の甚大なご協力をいただいて、私はこの 7

年間に 40 名の新会員を迎えました。 

それから、若い会員、女性会員が入会されたことは、

本当に良かったと思います。これからは、ターゲットは

女性が良いのではないかと思います。 

増強は財源です。財源があれば、思うような事業が出

来ると思います。今後もよろしくお願いします。 
 

※工藤 開光出席委員長 

 

基本方針＝出席率向上の為、楽

しく明るい例会に努める。 

事業計画＝①例会での出席率の

発表 ②点呼、集計の迅速化 

少しでも早く例会場へ行き、準

備をすることを心掛けて活動を

してきました。例会での出席率の

発表ですが、委員の皆さんに積極

的に報告をしていただき、とても良かったと思います。

年間の出席表、メイクアップ表、会員名簿を作成し、事

務局と連絡を取りました。これも迅速化ということで非

常に良かったと思います。 
 

※荒川 義昭米山委員長 

 前澤副委員長、渡邉委員の 3 名

で、今年 1 年米山委員会をやりま

した。 

米山特別寄付をいただいた方

は、伊藤会長、今藤会長エレクト、

志賀会員、下田安治会員、鈴木会

員、田畑会員、中野会員、前澤会

員、山中会員、若杉会員、渡邉会

員と私の 12 名です。 

心から感謝申し上げます。 

合計金額は 59 万円で、普通寄付金 49 万円と合わせます

と 104万円になり、非常に多くの寄付をいただきました。 

この金額は、2750地区の90クラブ中21番目になります。

また、個人平均は、23,111 円となり、こちらは 15 番目に

なります。ありがとうございました。 

また、米山奨学生のアンさんにも非常に楽しんでいた

だいております。あと 1 年ありますので、皆さん仲良く

してあげてください。 

※岡野 景子広報・雑誌・IT 委員長 

当委員会は、私と柴田会員、荒

川会員、石川会員、池田会員、犀

川会員、佐伯会員、竹中会員、本

田会員の 9 名で活動をしました。

主に、ホームページの更新と会報

のアップをいたしました。昨年の

7 月 24 日（木）には、会報委員

会と合同で炉辺を開き、共に協力

をすることとなりました。ホーム

ページの更新回数は他のクラブに比べると多い方だと思

います。4 月 24 日（金）に開催された地区研修協議会で

は、当クラブのホームページが見本とされて皆さんにお

披露目出来たことがとても嬉しかったです。 

簡単ではございますが、1 年のまとめとして、大きな行

事の写真をまとめてみました。 

1 年間ご協力ありがとうございました。 
 

※指田 裕士会報委員長 

 私がロータリークラブに入っ

て、初めての委員長を仰せつかり、

よしやってやろうという意気込

みでおりました。実際にやってみ

ると、地味ですが、意外とやるこ

とがありました。先ずは、毎週 1

回、事務局からあがってきた会報

をチェックして、一字一句、誤字

脱字が無いか確認をして完璧な状態に出来たことが自慢

かなと思います。それから、写真を落としてはいけない

ということで、出来る限り、例会に出席しました。出ら

れない時は、会報委員の方々にご協力をいただきました。

委員の皆さんには、よくやっていただいて感謝いたしま

す。 

また、年度の初めに新しいカメラを買っていただき、

ありがとうございました。 
 

※佐藤 義弘プログラム委員長 

 

プログラム委員会は、西野会員、

鈴木会員、山中会員、渡邉会員、

渡部会員と私でやらせていただ

きました。 

方針の一つとして、各委員会 1

回はプログラムを企画していた

だけるよう心掛けました。社会奉

仕委員会による 8 月のくじら祭、

職業奉仕委員会による 4 月の産業技術センターの見学、

11 月の地区職業奉仕委員長の卓話、青少年委員会による

9 月のローテックスの卓話、12 月の青少年野球教室、米

山委員会による 9 月の地区米山記念奨学委員長の卓話、

SAA・親睦委員会による 12 月のクリスマス例会、4 月の 6

クラブ合同例会、6月の昭島 RCとの合同例会、親睦旅行、

とそれぞれの委員会による例会となりました。 

 二つ目の方針として、会員の皆様の卓話を増やそうと

努めました。古稀の会員（内藤会員、西野会員、本田会

員）に我が人生を語っていただきました。それから、年

男の会員（村野会員、中野会員、山中会員）に卓話をお

願いしました。 

下田安治会員、白石会員には西武信金の落合理事長を

講師としてご紹介いただき、そして、山中会員には税理

士さん曳地会員には岡野弁護士さん、税理士さんをご紹

介いただきありがとうございました。 



懇親を深めるための例会として、昨年の 10 月には 1200

回記念例会で小山パスト会長、芳見パスト会長に卓話を

していただきました。今年の 5 月には、新会員歓迎例会

ということで、岡野会員、下田育立会員、中村会員に卓

話をいただきました。1 年間、ありがとうございました。 
 

※西野 勝介長期計画委員長 

 今日は、報告は無いのですが、

実は報告出来ない理由がありま

す。それは、長期計画というのは、

認識を深めずただ計画を立てれ

ば良いというのではなく、クラブ

の状況を考えて、会員全員の総意

を持って 3年先の計画を立てるの

ですが、その為に念頭にアンケー

トを取りますと言いましたが、どうしてもアンケートを

取る事が出来ませんでした。それは、アンケートを取る

ということは、当事者に弊害がありますし、私への批判

にもなります。クラブの中のものでしたら良いのですが、

例えば、費用対効果で考えますと、どうなのかと考えた

り、それを集計してどうするということも出来ないと思

います。また、クラブの中の事業であっても、会員それ

ぞれの満足度調査をしたとしても弊害が起きそうだなと

思ったりします。 

クラブの皆さんの意見を聞かないと長期計画は立てら

れません。そのような訳で計画は立てられませんでした。 

それから、先週 SAA の報告でどうしても 3 つほど、お

伝えしたかったことがあります。 

1 つは、配布物は SAA の知らないところで、何かわか

らない物を配って SAA が座って見ているというのは、美

しくありませんので、SAA に用を充てて下さい。2 つめは、

ニコニコは最初にやるのが他クラブでも一応の決まりで

す。皆さんが緊張している時にニコニコをすれば、ニコ

ニコを出した甲斐があると思います。3 つめは委員長報告

は事前に、SAA にこのような報告をしますと伝えていた

だけると、時間を見計らって加減が出来ると思います。 
 

●ニコニコ BOX 発表  （石岡 孝光親睦委員長） 
 

◎伊藤会長 各委員長、一年間、御苦労様でした。 
 

・小島幹事 委員長、よろしくお願い致します。 
 

・石岡会員 各委員長様、一年間ご苦労様でした。 
 

・指田会員 先週、無事に第 2 子が生まれました。

みなさんこれからもよろしくお願い

します。 
 

●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 28 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 
 

6 月 24 日（水） 1 年を振り返って  

伊藤・小島年度最終例会 
 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長）

 


