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●本日の司会         （若杉 司副SAA） 

 

●開会点鐘         （今藤 貫徳会長） 
 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

●会務報告         （今藤 貫徳会長） 
 

国際大会につきまして、先週の

会長幹事会にて新たな情報が届

きました。会の登録についてです

が、12 月 15 日（火）までに登録

する方と 4月以降登録する方とで

は、金額が 1.5倍くらい違います。

310ドルと 440ドルの違いがある

そうです。早めに登録をしていた

だくよう、本田委員長を打ち合わせをしていきたいと思

います。 

 それに伴いまして、9 月 4 日（金）に第 13 回ロータリ

ー日韓親善会議がグランドプリンスホテル新高輪にて開

催されます。出席をご希望の方は、お早目に幹事にお声掛

け下さい。 

昨日、第 5 回多摩中グループ協議会が開催され、幹事

と羽鳥さんと一緒に参加をしてまいりました。各クラブ

の会長さんは、私より年上の方が多く、2 回目の会長だと

いう方が 3 名ほどいらっしゃいました。話をしていく中

で、幾つになっても、出席をたくさんしてもらって楽しい

クラブにしたい、増強をしたい、というのは、皆さん同じ

でした。何をどうやるのかというのは、私達自身が変えて

いかなければ出来ないことだと思います。色々な意見を

聞きながら、次へ次へと進んで行こうと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
 

●幹事報告         （渡邉 信義幹事） 

 

会長幹事会の時に、日本で 2 人

目の RI 会長でいらした田中作次

さんの本を、各クラブ 1 冊いただ

きました。読みたい方がいらっし

ゃいましたら、私のほうへお声掛

け下さい。 

7 月 21 日（火）第 2 回 米山奨

学生カウンセラーセミナーへ私

と前澤カウンセラーで出席をしてまいりました。 

米山への寄付で奨学生制度が成り立っているので、ご協

力をお願いします。また、10 月は米山月間ですので奨学

生の卓話のご希望があれば、検討したいと思います。 

 10 月 26 日（月）シャングリ・ラホテル東京にて 2015

ポリオ撲滅チャリティーオークションガラが開催されま

す。チケット料金は 28,000 円です。是非、ご参加くださ

い。 

 高校生のインターンシップ受入募集のお知らせがきて

おります。多摩中の実施対象高校は都立第 5 商業高校で

す。11 月 17 日（火）～19 日（木）の 3 日間、1 社あたり

2～5 名程度となっております。 

 7 月 20 日（月）親睦、SAA、プログラム合同の炉辺会議

が開催され、大変盛り上がりました。委員長さん同志、連

携する部分もあると思いますので、良いことだと思いま

す。 
 

●新年度各委員長活動方針Ⅲ 
 

※伊藤 満雄米山記念奨学委員長 

皆さん、こんばんは。今日の卓

話ですが、私がつまらない話をす

るよりも、先日、地区の米山委員

会より、ビデオの配布を受けまし

たので、こちらを流したいと思い

ます。こちらを見ていただき、日

本独自の奨学金制度について理

解を深めていただき、1 人 1 回は

ご寄付をお願いしたいと思います。今年の目標額は 1 億

円だそうなので、よろしくお願いいたします。 
 

 
 

※前澤 外喜男情報委員長 

皆さん、こんばんは。情報委員

会の系列には、青葉会という入会

3 年未満の方々の会がございます。

こちらの 10 名と曳地副委員長と

渡部会員の合計 13 名でやってい

きますので、1 年間よろしくお願

いいたします。 

 概況書には、ロータリーとは何
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か、ということを書かせていただいたのですが、簡単に言

いますと、ロータリーの基本的な姿勢を新しい方々に説

明しながら、お互いに楽しくやっていきたいと思ってい

ます。私は、米山や財団など、ロータリーは寄付を募って

世界平和のために貢献するのが、ロータリーの基本だと

思っておりますので、難しく考えず、ざっくばらんにやり

たいと思います。 

 RI はポールハリスが 1905 年に始めてから、今日まで続

いているわけですが、100 周年の時に、うちのクラブから

8 名の方が参加をしました。その方達は皆さん在籍してい

らっしゃいます。RI の本部はアメリカのシカゴにありま

す。そこで全ての事が承認されて決まっていきます。それ

が各地区のガバナーに託され、最終的に決定するのは各

クラブの会長です。 
 

※佐々木 稔郎長期計画委員長 

皆さん、こんばんは。長期計画

と申しましても、何か漠然として

おりまして、私なりに考えました

ところは、ロータリーライフが充

実して楽しく発展していくとい

うことだと思います。これは、会

長さんをはじめ、各委員会が実行

していることでありまして、それ

に我々が協力していくということが、我々の立場だと思

っております。 

 それから、社会を見つめ、特別なニーズを抱える人々の

為にプロジェクトを考えるように努めたいと思います。 

 また、30 周年記念事業に向けて情報収集・準備をして

いきたいと思います。 

委員会のメンバーは鈴木副委員長、岡野景子会員、犀川会

員、下田安治会員、若杉会員です。どうぞ、1 年間よろし

くお願いいたします。 
 

※犀川 美佐緒親睦委員長 

皆さん、こんばんは。親睦委員

のメンバーは、石岡副委員長、荒

川会員、大久保会員、岡野景子会

員、小島会員、指田会員、柴田会

員、須田会員、内藤会員、椎名会

員、吉野会員です。どうぞ、よろ

しくお願いいたします。 

 基本方針といたしましては、今

藤会長のテーマである「元気なクラブ」を実行出来るよう、

元気いっぱいロータリーを楽しむ為に、会員の皆様が友

情を深められるような親睦事業を行っていきたいと思い

ます。その為に、ニコニコ BOX を明るく正確に発表する

ことや委員の皆様と協力して、親睦旅行やクリスマス例

会、観桜例会、移動例会などの打ち合わせ等をし、連携し

て進めていきたいと思います。 

 

※岩本 勝宏広報・雑誌・IT・公共イメージ委員長 

皆さん、こんばんは。初めての

委員長という大役で至らぬ所も

多いと思いますが、皆様のご指導、

ご鞭撻のほど、よろしくお願いい

たします。 

 基本方針としまして、ロータリ

ークラブのの活動内容を地域の

人々により一層知ってもらう為

に分かりやすい広報活動を行っていきたいと思います。

事業計画は、①ホームページを活用してロータリークラ

ブの活動内容を PR する。②他の委員会の方々と意見交換

をしてより良い広報活動を考え実行する。③炉辺会議を

行い委員会内の親睦を図るとともに各自の意見を出し合

い分かりやすい広報活動に委員全員で努める。といたし

ました。 

 皆様にお知らせですが、今年度ホームページをリニュ

ーアルいたしまして、トップ画面にマイロータリー登録

ボタンを作りました。メールアドレスをお持ちであれば

登録可能ですので、是非、皆さん登録をお願いいたします。

ご不明な点は、広報委員にお問い合わせ下さい。 

 

●ニコニコ BOX発表   （荒川 義昭親睦委員） 
 

 
 

◎今藤会長 

各委員長の皆様、活動方針をありがとうございました。一

年間楽しみましょう 
 

○渡邉幹事 

委員長の皆様 よろしくお願いいたします 
 

○中村会員 

くじら祭りが近づき各委員長さんには大変お世話になり

ます。私も初めてでよくわかりませんが協力してまいり

ますので、どうぞよろしくお願いします。 
 

・伊藤会員 

本年度も米山への協力よろしくお願いします。 
 

●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 38 名 

（メイクによる出席者数を除く） 
 

 

●委員会報告        （山中 秀一 SAA） 
 

今年度、新たに須田会員と吉野会員の SAA 所属が決ま

りましたので、ご報告いたします。 
 

●次週例会予定  （浅見 勇プログラム委員長） 
 

7 月 29 日（水） 

「昭島市民くじら祭」について 

岡野景子 社会奉仕・環境保全委員長 
 

●閉会点鐘         （今藤 貫徳会長）
 


