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●本日の司会

（中野 勝夫副 SAA）

●ご挨拶
●開会点鐘

042-544-1002

（小島 弘明会長）

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
●本日のお客様
多摩中グループガバナー補佐
村上 隆秀様（東京国立 RC）
多摩中グループグループ幹事
山崎 義晴様（東京国立 RC）

（東京国分寺 RC 濱仲 幸弘様）

皆様、こんばんは。私達は 2014-15 年度の会長幹事の集
まりでございます。今年度この中で会長になるのは、小金
井さくら RC の波多野さんと昭島中央 RC の小島さんです。
私がガバナー補佐だった 3 年前、多摩中各クラブを回っ
た時、クラブによって色々な個性があると思いました。昭
島中央さんは、しっかり自分達の活動方針を持って活動
をされているなと感じました。今年度、小島会長になられ
まして、やはり昭島中央は昭島中央らしく素晴らしいロ
ータリー活動を進めるのではないかと思っております。
是非、小島会長には頑張っていただきたいと思います。

濱仲 幸弘様（東京国分寺 RC）
宍戸 隆介様（東京国分寺 RC）
高橋 正典様（東京国分寺 RC）
中村 早苗様（東京国分寺 RC）
栁 賢司様（東京昭島 RC）
伊藤 良三様（東京立川こぶし RC）
前田 稔様（東京小金井さくら RC）
波多野 典子様（東京小金井さくら RC）
中里 芳治様（東京国立白うめ RC）

●ご挨拶（多摩中グループ ガバナー補佐 村上 隆秀様）
皆様、こんばんは。私の所属は国立ロータリークラブで、
今年で在籍 23 年になります。その間の約 7 年、地区の各
委員会に出向をしておりました。今年度はガバナー補佐
という大役を務めさせていただきます。本年度のガバナ
ーは、東京武蔵府中ロータリークラブの猿渡昌盛さんで
す。ガバナーの思い、RI 会長のイアン・ライズリーさんの
思いを地区の役員会等で聞いてきまして、それを多摩中
の会長幹事会で伝達をするのが我々の役目でございます。
微力ではございますが、小島会長、石岡幹事が昭島中央ロ
ータリークラブを運営することに対してお役に立てれば
と思っております。よろしくお願いいたします。

●会務報告

（小島 弘明会長）
7 月 8 日（土）指田委員長のも
とで、社会奉仕委員会の会議と炉
辺をいたしました。指田委員長が
素晴らしいメンバーを集めてく
れましたので、大船に乗った気持
ちで任せられると感じました。あ
りがとうございます。

●感謝状贈呈

（山中 秀一会員）

指田 裕士社会奉仕・環境保全委員長
1.基本方針
クラブの所在する地域に奉仕をする意味で、長年行われ
ている市内のイベント等に会員が積極的に参加出来る様、
各委員会の協力を得ながら事業活動を行っていきたいと
考えております。
2.事業計画
①第 45 回昭島市民くじら祭への参加
②多摩川一斉清掃への参加

須田 宏樹青少年委員長

大槻哲也 2016-17 年度地区ガバナーより、高校生に対す
本年度は、長期間に亘って行っている少年野球教室を
る職業体験学習・RI2750 地区ロータリーインターンシッ 継続して行い、ここ数年続けている少年柔道大会の支援
プ事業への多大なる貢献に対して感謝状が送られました。 も継続して行います。2 月に昭島中央ロータリー杯という

●前年度皆出席者記念品贈呈

（小山 寿会員）

少年野球大会を今まで実施していたのですが、本年度は
もう少し協力体制を敷いて、大々的にやっていきたいと
思います。皆様のご協力をいただきまして、成功させたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。

志賀 義任国際奉仕委員長
1.基本方針
国際間の理解・親善・平和を推進し国際親善の一歩として
奉仕活動を検討していく
2.事業計画
子ども用車椅子を海外に送る事業の実施（ネパール）
、30
周年に向けて他クラブとの合同で子ども用車椅子事業を
拡充する、留学生に関する情報を検討し交流等を計画実
施していく

●幹事挨拶

（石岡 孝光幹事）
第 84 回多摩中グループ親睦ゴ
ルフ大会のお知らせが届いてお
ります。こちらに関しましてはゴ
ルフ部会へ一任いたしましたの
で、内藤部長までお問い合わせを
お願いいたします。

開催日
会場

2017 年 9 月 8 日（金）
武蔵カントリークラブ豊岡コース

多摩中各クラブより例会変更のお知らせが届いており
ますので、メイクアップをなさる方は予め事務局までお
問い合わせください。

●各委員長活動方針発表
内藤 征一奉仕プロジェクト委員長

伊藤 満雄 SAA 委員長
1.基本方針
例会をはじめ、あらゆる会合での秩序維持に関して努力
する。
2.事業計画
①各委員は、会長代行としての自覚と責任を持って行動
する事 ②新会員のサポート、思いやり、優しさを常に心
掛ける事 ③クラブ会合の場所の準備を整え、会場の案
内、必要な物を準備、手配しておく事 ④座席の配置を適
切に準備 ⑤卓話者に失礼の無いように万全の準備 ⑥
会長、幹事、プログラム委員と連絡を密にする ⑦会場の
雰囲気を和やかにすることに心掛ける ⑧時間厳守

今藤 貫徳ロータリー財団委員長
（年次基金）
個人で 1,000 ドル以上の寄付者を
ポールハリスフェローと言いま
す。
（恒久基金）
1,000 ドル以上の寄付者をベネフ
ァクターと言います。

四大奉仕委員会の協力者、相談
役として奉仕プロジェクト委員
長が存在するのだと思っており
ます。
この 2 つの寄付を 12 月中までにいたしますと、会長が
各委員会それぞれに恒例の行事、 地区大会でお褒めをいただけるということでございます
また、新しく企画する行事がある
ので、是非、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
と思います。その中の一員として、
私も活動が成功裏に収まるよう、
努力しようと思っております。差し迫ったところでは、社
会奉仕委員会のくじら祭がございます。皆様のご協力を
よろしくお願いいたします。

平畑 秀東米山記念奨学委員長

●出席報告

米山記念奨学金は日本独自の制度であり、海外から来
ている学生の活動を支援しています。活動は、何をするの
かというと、結局は寄付を集めるということです。現在 24
名の方が米山功労者となっておりますので、半分の方は
寄付をされていないので、よろしくお願いいたします。役
員理事も 3 分の 1 の方は、まだご協力をいただいており
ませんので、よろしくお願いいたします。

（岡野 和弘出席委員長）

会員数

47 名

出席義務会員

46 名

本日の出席

32 名

（メイクによる出席者数を除く）

●ニコニコ BOX 発表

（柴田 智幸親睦副委員長）
●委員会報告

くじら祭のポスター
が出来上がりました。
受付に置いてあります
ので、帰りに各事業所 1
部づつお持ち帰りいた
だき、貼っていただきま
すよう、よろしくお願い
いたします。

◎◎2014-15 年度はましし会
2014-15 年度、はましし会の大切な大切な仲間であります、
小島弘明さんの会長就任を祝い 10 名で参りました。1 年
間、楽しくがんばってください。
◎伊藤会員
村上ガバナー補佐をはじめ、多くの来訪者のみなさん、御
苦労様です。誠にありがとうございます。

（指田 裕士社会奉仕委員長）

●次週例会予定

（山中 秀一プログラム委員長）

7 月 19 日（水）

◎小山会員
ニコニコします

各委員長活動方針

○小島会長
ガバナー補佐、グループ幹事の来訪とはましし会の皆様
の来訪に感謝します。委員長の皆様宜しくお願い致しま
す。

●閉会点鐘
○石岡幹事
村上ガバナー補佐、山崎グループ幹事、はましし会の皆様
でご来訪ありがとうございます。各委員長様、活動方針宜
しくお願いします。
・右崎会員
内藤会員、本田会員、伊藤会員、山中会員、若杉会員、田
畑会員、鈴木会員、柴田会員、多摩カップ参加ありがとう
ございました。4 店舗中、一番の人数でした。
また山中会員の 10 月最終予選進出おめでとうございます。
・西野会員
村上グループ補佐 山崎グループ幹事様には、ご指導の
程よろしくお願いいたします。
・渡邉会員
村上ガバナー補佐、山崎グループ幹事のご来訪に感謝し
て

（小島 弘明会長）

