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●本日の司会        （荒川 義昭副SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （今藤 貫徳会長） 
 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 
 

●会務報告         （今藤 貫徳会長） 
 

先週の初例会では、たくさんの

ご出席とニコニコを頂戴しまし

て、良いスタートが切れたと思っ

ています。今日から 3週にわたり、

各委員長さんに活動方針をお話

していただきますが、すでに今日

から社会奉仕の炉辺、20 日には

SAA・親睦・プログラムの合同炉辺

が開催されます。皆さんに協力していただき、非常にあり

がたく思っています。 

今日は、今年度のスケジュールをお話したいと思いま

す。当クラブの会費は、財団 100 ドル寄付の 1 万円と地

区大会費 1 万円を含めた額をずっと続けてまいりました

が、一昨年から財団寄付の目標額が一人 100 ドルから 150

ドルに上がっています。150 ドルに上がってもその当時は、

1 ドル 90 円くらいでしたので、ほぼ 1 万ちょっとだった

のですが、今年 7 月のロータリーレートは 1 ドル 124 円

です。124 円で 150 ドルということは、倍近くになってい

るわけです。昨年度の被選理事会で会費を上げることも

話に出ましたが、まずは 1 年間やってみようということ

で、今年度も同じ会費の額で進めていきたいと思います。 

今年度の国際大会は 5 月 29 日（金）～6 月 2 日（月）

韓国ソウルの予定となっております。当クラブも積極的

に参加をしたいと思っております。国際大会の実行委員

長に本田パスト会長にお引き受けをいただきました。犀

川親睦委員長と若杉会員に副をお願いしております。そ

れに伴いまして、例年 5 月末頃に行っていた親睦旅行を

11 月 23 日（月）・24 日（火）に行いたいと思います。是

非スケジュールに入れていただければと思います。 
 

●幹事報告         （渡邉 信義幹事） 

 

皆様にご寄付をいただきました

ミクロネシア連邦巨大台風およ

びネパール連邦民主共和国大地

震への義捐金につきまして、地区

より報告がきております。 
 
 
 

～ミクロネシア連邦巨大台風被害義捐金～ 

義捐金総額 3,093,000 円 

～ネパール連邦民主共和国巨大地震・震災被害義捐金～ 

義捐金総額 3,951,291 円 

 新年度が始まり、多摩中各クラブでも例会変更が多く

ありますので、メイクアップをされる方は、事前に事務局

へ確認をしていただきますよう、お願いいたします。 

 次週の例会前 6 時 15 分～45 分まで、例会場前にてウ

ェルカムドリンクをいたします。 
 

●新年度各委員長活動方針Ⅰ 
 

※内藤 征一ロータリー財団委員長 

本年度財団委員長を務めさせ

ていただきます。委員は、田畑会

員と佐々木会員です。財団ですの

で、当然皆さんに寄付をお願いす

るわけですが、私はこのお金集め

が 1 番苦手です。 

ロータリーは、RI も地区も多摩

中グループも我々クラブも寄付

で活動をしております。私は 4 年前にも財団委員長をや

りましたが、その頃は年次寄付が 1 人 100 ドルでした。

今年度は 1 人 150 ドルでレートが 124 円ですので、大変

な金額です。被選理事会の時に、今藤会長、渡邉幹事がも

しかしたら今年は会費を上げなくてならないと仰ってい

たので、本当に驚きました。財団はドルで計算をするので、

大変なことです。 

先日、地区の財団セミナーがあり、参加をしてきました。

地区からの要請としては、年次寄付が 1 人 150 ドル、ポ

リオプラスが 1 クラブ 1,000 ドル、恒久寄付が 1,000 ド

ルということでした。まだ、寄付をされたことが無い方は、

何とか順番にご協力をいただければと思います。 

 セミナーでは皆さん真剣に話を聞いていました。レー

トが上がってしまって、どこのクラブも悩んでいると思

います。当クラブは今年度このままの会費でいくので、皆

さんのご協力をお願いいたします。  
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※本田 征勇クラブ管理運営委員長 

皆さん、こんばんは。1 年間よ

ろしくお願いいたします。私の立

場は、クラブの奉仕活動を円滑に

するための縁の下の力持ちとい

う役割です。クラブがしっかりし

ていなければ、良い奉仕も出来な

いということです。奉仕委員会以

外のクラブ内の委員会活動をお

助け出来ればと思います。 

昔は、奉仕プロジェクト、クラブ管理運営と言う様な分

け方はしていなかったのですが、概況書にある地区の組

織図を見ると、クラブ運営のほうの名前は載っていませ

ん。昔は載っていたような気がするのですが、縁の下の力

持ちだよ、ということなのでしょう。 

 先日、SAA の炉辺に呼ばれて参加をしました。山中委員

長のもと、活発な討論をしました。各委員会がどんどん炉

辺をやっていただき、「元気なクラブ」という会長テーマ

ですので、皆さんと共に頑張って活動していきたいと思

います。 

※指田 裕士青少年委員長 

皆さん、こんばんは。今年度青

少年委員長を仰せつかりました

指田です。 

青少年委員会は基本方針とし

て、「今後の高齢化社会に向けて

未来の希望となる青少年達の健

やかな身体、精神の発育の為、魅

力ある事業を開催できるよう活

動していく。」といたしました。 

青少年委員会は子供達を引っ張っていく委員会ですの

で、会長テーマの「元気なクラブ」を目指して、元気のあ

る活動をしていきたいと思います。 

メンバーは柴田副委員長をはじめ、阿部会員、岩本会員、

宇田川会員、下田育立会員、鈴木会員、須田会員、田畑会

員、内藤会員、平畑会員、村野会員、若杉会員です。 

～事業計画～ 

1.20 回を越えた少年野球教室をより発展させるべく活

動する 2.少年柔道大会への支援、協力をする⇒こちらは

昨年より始まった事業なのですが、間近で子供達が真剣

に頑張っている姿を見て、大変感動しましたので、昨年参

加出来なかった方は是非ご参加ください。3.その他の事業

として地域の青少年に関する活動を検討していく⇒こち

らはまだ未定ですので、皆さんの中で何か案があれば言

っていただきたいと思います。 
 

※曳地 義正出席委員長 

今年度出席委員長の曳地です。よ

ろしくお願いします。 

～基本方針～ 

全員参加で楽しいクラブを目指

して出席率向上に努める 

～事業計画～ 

1.例会で出席率の発表をする 

2.欠席がちな会員に対して積極

的に連絡を取り出席率の向上を図る 
 

今年度は毎週出欠を取ることになりましたので、毎週

月曜日の午前中までに欠席予定の方は、私までご連絡を

お願いいたします。 

出席委員会のメンバーは、岡野副委員長を始め、浅見会

員、伊藤会員、岩本会員、志賀会員、下田安治会員、下田

育立会員です。 

 

●ニコニコ BOX発表 （犀川 美佐緒親睦委員長） 
 

 
 

◎今藤会長 

初例会では、皆様より沢山のニコニコをどうもありがと

うございました。委員長の皆様、卓話よろしくお願い致し

ます。 
 

◎伊藤会員 

本日、妻が無事に退院出来ました。 
 

○渡邉幹事 

委員長の皆様、今日はよろしくお願いいたします。 
 

○曳地会員 

今藤会長、渡邉幹事、今年度宜しくお願い致します。前回

出し忘れました。 
 

●出席報告      （曳地 義正出席委員長） 
 

会員数  47 名 出席義務会員 45 名 

本日の出席 34 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告 
 

※伊藤 満雄米山記念奨学委員長 

本日、渡邉幹事と共に、米山記念奨学委員長セミナーに

出席をしてまいりました。本年度の目標額は 1 億円だそ

うです。昨年同様、今年度も皆さんのご寄付をお願いいた

します。 
 

※本田 征勇国際大会実行委員長 

国際大会は国内の旅行ではないので、金額も大きくな

りますから、希望者が多ければ積立をしようと考えてい

ます。詳細が決まりましたら、またお知らせをいたします。 
 

●次週例会予定  （浅見 勇プログラム委員長） 
 

7 月 15 日（水） 

新年度 各委員長活動方針Ⅱ 
 
 
 
 
 
 

●閉会点鐘         （今藤 貫徳会長）

 

※椎名 正明新会員・吉野 和也新会員は、次週例会より、社会奉仕委員会・青少年委員会・親睦委員会・

出席委員会に所属となります。 


