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●本日の司会        （鈴木 栄副 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 
 

●会務報告         （今藤 貫徳会長） 

 

訃報のご報告がございます。伊

藤副会長の奥様が昨日お亡くな

りになりました。6 月 26 日（日）

に通夜、27 日（月）に葬儀が行わ

れます。心よりお悔やみ申し上げ

ます。お手伝い等ある場合には、

皆様のお力添えをお願いいたし

ます。 

 昨日、多摩中グループ新旧会長幹事引き継ぎ会・慰労会

がございました。やはり、終わる方と始まる方の雰囲気が

全然違いまして、渡邉幹事だけがどちらに居たら良いの

かという感じでした。次年度の会長の中では、1 番余裕が

あり、皆さんの人気者でございました。その人気ぶりです

が、再来週の新年度初例会に、渡邉幹事の多摩中の同期幹

事の皆様がお越しになります。皆様、どうぞ温かくお迎え

いただければと思います。 

 6 月 18 日（土）に出席委員会の炉辺を開催していただ

きました。下田会員に場所をご紹介いただき、和気あいあ

いと楽しい時間を過ごしました。 次年度の予算ですが、

財団寄付、為替等の事情により、次年度に限って 1 万円

余分に皆様に寄付をお願いしておりましたが、こちらが

理事会にて可決されました。ご理解をいただき、渡邉年度

へのご協力をよろしくお願いいたします。 
 

●幹事報告         （渡邉 信義幹事） 
 

7 月 6 日（水）の新年度初例会は例年通り、18 時 30 分

より開会点鐘となります。出欠案内の FAX をさせていた

だきますので、お早目に返信をお願いいたします。 

●卓話「各委員会活動報告（2）」 

※内藤 征一ロータリー財団委員長 

今年度は、車椅子事業のために、

地区より補助金をいただきまし

たので、私と今藤会長と渡邉幹事

で 1,000ドルづつ財団へ寄付をい

たしました。次年度より 1 万円上

がることになりましたが、今年度

も会費を上げたいと相談をされ

ましたが、今年 1 年は我慢してや

ってくださいと言いました。しかし、3 年くらい前から財

団への寄付額が 100 ドルから 150 ドルになってしまいま

した。また、食事代も値上がりしましたので、そろそろ仕

方がないのかなと思います。次年度から、ご理解のうえ、

ご協力をお願いいたします。 

※志賀 義任職業奉仕委員長 

職業奉仕委員会のメンバーは、

岡野景子会員、浅見会員、岩本会

員、指田会員、下田安治会員、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

部会員で活動してまいりました。

主な活動としては、職場見学につ

いて 3 回ほど炉辺を開きました。

色々検討しまして、津乗会員にお世話になり、3 月 16 日

（水）東京西徳洲会病院へ最新の医療設備等の見学へ行

きました。私のタイムスケジュールの検討が甘く、全ての

施設を見ることが出来ずに申し訳ございませんでした。

次年度の委員会には、きちんと引き継ぎをさせていただ

きます。 

※須田 宏樹国際奉仕委員長 

今年度も継続事業をやってい

くということで、先輩方が培われ

てきた車椅子事業がメインとな

りました。昨年度 2月くらいから、

補助金の申請を始めました。曳地

前委員長や山中さんのご指導、ご

尽力もありまして、無事、補助金

が下りることとなりました。10 月

に車椅子の整備にご参加いただいた方々には、非常に感

謝しております。現在、引き継ぎをしておりますが、次年

度はタイへ送るという方針が出ているようです。11 月に

は、地区の要請で、今藤会長と奉仕プロジェクトの発表を

しに行ってまいりました。短い時間ではありましたが、

我々の活動を簡単に紹介してまいりました。次年度も、引

き続き車椅子事業を続けていただければと思います。 
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※指田 裕士青少年委員長 

今回、初めての委員長、理事と

いう大役をやらせていただきま

した。主な活動は、柔道教室と野

球教室の 2 つになります。2 つと

も皆さんにご協力をいただかな

いと出来ない委員会ですので、委

員や会員の皆様に助けられて、無

事終えられました。ありがとうご

ざいました。柔道教室は今回で 2 回目だったのですが、

参加してみると、思った以上に生々しい戦いが、目の前で

繰り広げられて、子供達がすごく良い顔をしていました。

その 1 ヶ月後に野球教室でしたが、その時も子供達の笑

顔がとても印象的でした。次年度も柴田委員長に更に盛

り上げていただければと思います。 
 

※小島 弘明増強委員長 

先ず以って、初めに会長に申し

訳ございませんでした。基本方針、

事業計画と格好いいことを書き

ましたが、出来ませんでした。純

増 5 人にもなっておりませんで、

退会止めも 1人退会となってしま

いまして、なんと簡単に受けた委

員長だったのだろうと思ってお

ります。委員長を受ける時に、増強はパスト会長がやる委

員長だと私は思います、という話をしました。各ロータリ

ークラブは独特の育ち方をしております。当クラブも 30

年になります。このクラブの良さは、やはり会長経験者で

なければ出来ないものだと思っておりました。1 年後思っ

た通りになりました。しかし、フォローは出来るだけする

ようにして、楽しく活動していただきたいと思い、情報委

員会と出席委員会と合同で炉辺会議をさせていただきま

した。その時に、新しい会員に次の候補を紹介していただ

き、それをフォローしたいと最初だけ気合を入れました。 

私の熱意不足もあり、公約違反となってしまいました

が、救われるのが、地区より増強賞をいただいたことです。

残りの私の役目は次年度委員長と密に連絡を取り、何が

足りなかったのかを伝えたいと思います。 
 

※岡野 景子社会奉仕委員長 

今年度の事業としまして、8 月 1

日（土）、2 日（日）第 43 回昭島

市民くじら祭に参加いたしまし

た。このくじら祭の運営について

は、ミニ SL、パレードへの参加、

大くじらの牽引を皆さんと一緒

に行いました。今回大くじらを修

理しまして、新しくなりました。

それにあたって皆さんにお忙しい中、練習や整備や点検

をしていただきました。本当にありがとうございました。

お陰様で、無事に終了することが出来ました。 

 もう 1 つは 4 月 10 日（日）に多摩川クリーン作戦に朝

早くから、12 名の方に参加していただきました。次年度

はもっとたくさんの皆さんに参加していただければ良い

なと思います。18 名の委員の皆様と会員の皆様、ご協力

ありがとうございました。 

※佐々木 稔郎長期計画委員長 

長期計画委員会としましては、

30 周年に向けて、色々準備をしよ

うということで、立川こぶしRC、

国分寺 RC、井の頭 RC などの周年

行事を見にいきまして、どのよう

な事業が良いのか検討をしまし

た。良い所、悪い所をみて、基本

的には楽しくやろうということ

で話がまとまっております。今後も引き続き検討いたし

ます。 
 

●ニコニコ BOX発表   （石岡 孝光親睦委員） 
 

 
 

◎今藤会長 

各委員長の皆さん、1 年間、ありがとうございました。 
 

◎津乗会員 

十周年祝賀会多くの方に参加いただき感謝申し上げます。 
 

○渡邉幹事 

委員長の皆様には 1 年間ご協力をいただきありがとうご

ざいました。卓話よろしくお願いいたします。 
 

○若杉会員 今藤年度も残り 2 回！！頑張ります！！ 
 

・岩本会員 

先週の出席委員会の打上げ 下田さんごちそうさまでし

た。ありがとうございました。 
 

・小島会員 各委員長、1 年間お疲れ様です。 
 

・指田会員 各委員長、卓話よろしくお願いします。 
 

・鈴木会員 

各委員長の卓話宜しくお願い致します。 

司会ガンバリマス 
 

・田畑会員 各委員長、1 年間ありがとうございました。 
 

●出席報告      （曳地 義正出席委員長） 
 

会員数  48 名 出席義務会員 46 名 

本日の出席 33 名（メイクによる出席者数を除く） 

 
 

●次週例会予定       （今藤 貫徳会長） 
 

6 月 29 日（水） 

最終例会「会長・幹事 1 年を振り返って」 懇親会 
 
 

●閉会点鐘         （今藤 貫徳会長）
 


