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●本日の司会        （田畑 勝久副SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （今藤 貫徳会長） 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

 
 
 
 

2002～2003 年度 

青少年交換留学生 

ララ モエア さん（メキシコ） 
 

お友達のハイメさん 
 

●会務報告         （今藤 貫徳会長） 
 

本日、初めてウェルカムドリン

クという機会を設けさせていた

だきました。目的は色々あります。

ひとつは為替の問題で予算が少

ないので、皆さんに集まっていた

だき、懇親を深めていただいて、

1人余分に千円くらい入ると、1年

経てば、為替レート分くらいは賄

えるのかなと思っています。プラスもマイナスもあるこ

とだと思いますが、とりあえず始めてみました。始めたこ

とが正しくなるか、ならないかは、参加する方々の気持ち

ひとつで全然変わると思います。是非、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

昨晩、私にブラジルから 1 通のメールが届きました。

これはブラジルのロータリアンの方からだったのですが、

今月、日本に遊びに行くので 22 日の例会に参加をしたい

ということでした。そこで、須田国際奉仕委員長にメール

を返信してもらいました。ロータリーとして IT 化が進め

られている中で、アドレスを登録していたところ、このよ

うなメールが来まして、これも楽しいことだと思います。

メールアドレスを知っていれば、海外からでも遊びに来

ていただけますし、皆さんが例会に参加することも出来

るわけです。なかな慣れていない方もいらっしゃると思

いますが、皆さんで 1 年掛けて覚えていって、利用出来

たらと思います。 
 

●幹事報告         （渡邉 信義幹事） 

 

地区より、第 1 回新会員オリエン

テーションのご案内が届いてお

ります。 

日時→8 月 24 日（月）、もしくは

31 日（月）15：00～17：00 場所

→黒龍ビル 9階会議室 参加費→

無料 対象者→ロータリークラ

ブ入会 3 ヶ月を目安とする 
 

7 月 8 日（水）第 1 回クラブ米山記念奨学委員長セミナー

に会長、幹事、伊藤米山委員長で出席をしてまいりました。 
 

●新年度各委員長活動方針Ⅱ 
 

※岡野 景子社会奉仕・環境保全委員長 

皆さん、こんばんは。1 年間、よ

ろしくお願いいたします。 

1.基本方針 

ロータリーの目的に基づき、活動

していきたいと思います。クラブ

として継続してきた社会奉仕活

動の意味をあらためて確認しな

がら各委員会と連携し会員の皆

さんに参加を促していきます。 

2.事業計画 

①本年度予定の第 43 回くじら祭の運営 

（ミニ SL の運営・パレードへの参加・大くじらの牽引） 

②復興事業にかかわる活動 

③多摩川一斉清掃への参加 ④新たな事業の立案、創設 
 

メンバーは、鈴木副委員長、浅見会員、荒川会員、石岡

会員、宇田川会員、岡野和弘会員、小島会員、犀川会員、

佐伯会員、佐々木会員、志賀会員、白石会員、中村会員、

本田会員、若杉会員、椎名会員、吉野会員 の総勢 18 名

で頑張って活動していきます。 

2015 年（平成 27年）7 月 15 日（水） 

第 1238回例会報告 



※山中 秀一会場監督 SAA 

皆さん、こんばんは。1 年間よろ

しくお願いいたします。 

メンバーは荒川副委員長、石岡会

員、岩本会員、宇田川会員、佐伯

会員、鈴木会員、田畑会員、若杉

会員です。 

1.基本方針→SAA は会場監督と訳

され、例会場での秩序に関して絶

対的な権限を持つものであり、クラブ会長・理事会におい

て定められた責務を遂行し、例会場の気品と風紀を守り、

例会がその使命を発揮できるよう設営すること。 

2.事業計画→①クラブ例会での司会進行は例会プログラ

ムに基づき毎回 SAA が終始行います。②例会の運営に支

障がない様、常に気を配り、なごやかに気品をもって出来

るよう心がけます。③定められた例会時間の運営につい

ては、会長をはじめ、幹事、プログラム委員会との連絡を

密にし、時間内に終了する様にします。④SAA は、例会当

日、開会の 1 時間位前に出席し、ホテル側と連絡をとり

会場の設営と設備装置の準備を行います。⑤来訪者の会

場への入出案内、誘導、対応については特に配慮します。 
 

※志賀 義任職業奉仕委員長 

皆さん、こんばんは。1 年間、

よろしくお願いいたします。メン

バーは、岡野景子副委員長、浅見

会員、岩本会員、大久保会員、指

田会員、下田会員、神野会員、竹

中会員、津乗会員、前澤会員、芳

見会員、若杉会員、渡部会員です。 

1.基本方針→ロータリー活動は職

業倫理を追求する運動であると考え、職業を営む心、奉仕

する心も同じ 1 つの心であると捉え、それを職業の倫理

性とし、念頭に置きながら活動していきたいと思ってお

ります。日々の仕事を通して、世の中に貢献する為に奉仕

の心を育み、社会のニーズをいかに完全な形として生か

せるか努力を重ね、自身の職業の品位と道徳水準を高め、

社会に尊重される存在であり続けられるように努めてま

いります。 

2.事業計画→①会員の皆様、又は地区の職業奉仕委員会の

方に卓話をお願いする。②職業見学を行い、理解と、造詣

を深める。 

会員の皆様のお知恵を借りながら 1 年頑張っていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

※小島 弘明増強委員長 

こんばんは。本年度増強委員長

を仰せつかりました小島です。よ

ろしくお願いいたします。 

 メンバーは、前澤副委員長、石

岡会員、岡野景子会員、小山会員、

柴田会員、曳地会員、平畑会員、

星野会員、芳見会員です。 

1.基本方針→会長の目標、純増 5

人に向けて、委員会を中心として他の委員長と連絡、相談

を綿密にとってまいります。 

2.事業計画→①会員 1 人 1 人が増強委員です。委員会は

増強のお手伝いを致します。②新会員のフォローを致し

ます。他の委員会と協力し（特に情報委員会）、カウンセ

ラー体制を調えるように致します。③退会止めも、増強委

員会の役目と思い行動致します。 

 

新会員のフォローについてですが、重鎮の方々がメン

バーに入っていただいていますので、色々教えていただ

けるような委員会にしたいと思います。それが退会止め

にもなると思います。入れた後、そのまま放っておいて、

辞めてしまうというのはとても寂しいことだと思います。

退会防止も考えながら行動していきたいと思います。 

今年 1 年、皆様のお力をお借りしながら、委員会を滞

りなく過ごすように頑張っていきたいと思います。 
 

※須田 宏樹国際奉仕委員長 

こんばんは、遅れまして申し訳

ございません。よろしくお願いい

たします。 

メンバーは、曳地副委員長、伊

藤会員、佐藤会員、清水会員、田

畑会員、西野会員、前澤会員、山

中会員、若杉会員です。 

4 月 27 日（月）地区研修協議会

にて分科会がございまして、国際奉仕部会に参画をさせ

ていただき、国際奉仕についての成功の鍵ということで

意見交換がなされましたので、皆さんとシェアしたいと

思います。昨今、ロータリーも IT 化が進んでおりますの

で、インターネット、メールが有効であるという意見、

色々なプロジェクトを通して見えない相手と交流を深め

ていく、海外が相手なので現地との交流を深める、という

ような意見が出ました。各クラブの事例としては、立川こ

ぶし RC のミクロネシアの人達への人道支援（クリスマス

ドロップ）、武蔵府中 RC のケニアでの井戸掘り等がござ

います。当クラブも前年度に引き続き、車椅子を海外に送

る事業（フィリピン）を行っていきたいと思います。1 年

間、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

●ニコニコ BOX発表   （石岡 孝光親睦委員） 
 

◎今藤会長 

委員長の皆さん。本日も卓話で盛り上げて下さい。ウェル

カムドリンク、皆さん、ぜひご参加を！ 
 

○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。 
 

・伊藤会員 

各委員長、卓話、御苦労様です 
 

・若杉会員 

初のウェルカムドリンク最高です。次週、初の司会緊張し

ます。 
 

●出席報告        （浅見 勇出席委員） 
 

会員数  47 名 出席義務会員 45 名 

本日の出席 30 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定  （浅見 勇プログラム委員長） 
 

7 月 22 日（水） ・新年度 各委員長活動方針Ⅲ 

・「昭島市民くじら祭」について 
 

●閉会点鐘         （今藤 貫徳会長）

 


