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●本日の司会         （浅見 勇 SAA） 
 
 

●開会点鐘        （佐々木 稔郎会長） 
 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

ソングリーダー 岩本 勝宏会員 
 
 

●本日のお客様 

 

東京立川こぶしロータリークラブ 

会長 岩崎 太郎様 

幹事 大野 芳裕様 
 

東京国立白うめロータリークラブ 

会長 上田 吉生様 

幹事 佐伯 浩様 
 

（佐々木会長 同期幹事会より） 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 鏑木 孝和様 

東京立川ロータリークラブ  織原 寛一郎様 

東京小金井ロータリークラブ  三笠 俊彦様 

東京三鷹ロータリークラブ  酒井 強志様 

東京国立ロータリークラブ  喜連 元昭様 

東京井の頭ロータリークラブ  安藤 久枝様 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 松田 博様 

東京小金井さくらロータリークラブ 小野寺 孝成様 

東京国立白うめロータリークラブ 東 一良様 
 

 
 
 

米山奨学生 李 懿芳さん（米山奨学金授与） 

米山奨学生 呉 唯敏さん（米山奨学金授与） 
 

●新旧会長幹事バッヂ交換 
 

  
 

●前会長幹事へ感謝状及び記念品贈呈 
 

 
 

●皆出席者記念品贈呈 
 

 
 
 

 荒川 義昭会員 

 石岡 孝光会員 

 小島 弘明会員 

 小山 寿会員 

 星野 宗保会員 

 渡邉 信義会員 
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●地区委嘱状贈呈 
 

 
今藤 貫徳 

地区ロータリー財団委員会・資金推進委員会委員長 
 
 

●米山奨学生終了証授与 
 

 
米山奨学生 李 懿芳さん 
 
 

●米山カウンセラー感謝状贈呈 
 

 
犀川 美佐緒カウンセラー 神野 次郎カウンセラー 
 
 

●特別手当授与 
 

 
創立 30 周年実行委員会より 

         羽鳥 幸枝事務局員へ

●新年度所信表明     （佐々木 稔郎会長） 
 

 2018-2019 年度 RI 会長、バリ

ー・ラシン会長のテーマ「インス

ピレーションになろう」はインス

パイア、つまり他人をその気にさ

せる、奮起させて新しい試みに挑

戦させ、より良く変化していこう

ということだそうです。そのため

には、まず自分が燃え上がるよう

な思いがなければ、他人を奮起させることはできません。 

 それを受けまして、服部ガバナーは、ロータリー会員は

オーケストラの楽器であり、それぞれが良い音を出すこ

とによって、全体として素晴らしいハーモニーになる。つ

まり、メンバー1 人 1 人が素晴らしいロータリー活動を行

うことによって、全体として素晴らしいクラブになると

いうことです。 

 今年度の私の方針は 3 つあります。 

 1 つ目は、「おもいやりの輪」です。私はロータリーと

は良いことをする仲間だと考えています。1 人 1 人が活動

する場面でお互いにおもいやりの気持ちを持って行動し、

その輪が少しずつ大きな輪に育っていけばよいと考えて

います。 

 2 つ目はクラブの基盤強化です。ロータリーの 5 年～10

年先を考え、社会の変化に対応した広報活動、戦略計画な

どの問題意識を持ち続けることによって、その可能性が

生まれてくると考えています。 

 3 つ目は 30 周年に向けてです。私は子供達を支援する

活動を中心に考えています。貧困対策、学習支援としての

「子ども食堂」、東日本被災地宮城県の子供達（仮設住宅

の子も含む）への支援、災害地岩泉への子供達への支援、

タイの子供達への支援です。 

 30 周年記念は昭島中央ロータリー会員全員の 30 周年

記念です。色々な活動の場面におきまして、皆様の心をひ

とつにして、素晴らしい 30 周年になればと考えておりま

す。私も身を粉にして、実行していく所存です。皆様と 1

年間、楽しく歩みたいと思っております。 
 

●幹事報告及び幹事挨拶   （岡野 景子幹事） 

 

 皆様、1 年間どうぞよろしくお

願いいたします。初めての幹事で

緊張をしています。今年度は会長

のテーマである「おもいやりの輪」

を重視し、会長をはじめ、会員の

皆様に、おもいやりのある活動を

していただけるように、全力で尽

くしたいと思います。そして、会

員全員が心をひとつにして、大きな輪ができるように会

長に協力して、頑張りたいと思います。 
 

 地区より 2018-19 年度第 1 期「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 2018 年 8 月 3 日（金）、もしくは 22 日（水）

 15：00～17：00 

場所 メルパルク東京 

参加費 無料 

対象者 ロータリークラブ入会 3 カ月迄の会員 
  



 

 東京広尾ロータリークラブより「ロータリーポリオ撲

滅チャリティーピアノリサイタルのご案内」が届いてお

ります。 

日時 2018 年 11 月 7 日（水）17:30 会場 18:00 開演 

場所 紀尾井ホール 

チャリティーチケット 5000 円（内、3,000 円をポリオプ

ラス基金への寄付とさせていただきます。） 
 

 地区より「2018－19 年度第 38 回インターアクト年次

大会参加のお願い」が届いております。 

日時 2018 年 8 月 1 日（水） 

会場 学校法人明星学苑 明星中学校・高等学校 

登録受付 ロータリアン午前 11 時 30 分 
 

 多摩中グループ各クラブより、例会変更のお知らせが

届いております。メイクをご予定の方は、事務局までお問

い合わせください。 
 

 6 月 28 日（火）社会奉仕委員会の第 1 回炉辺会議が行

われました。テーマはくじら祭についてです。 
 

 6 月 30 日（土）クラブ管理運営委員会の第 1 回炉辺会

議が行われました。各委員長が参加をいたしました。 
 

 7 月 1 日（日）青年会議所の東京関東ブロック大会に

佐々木会長が出席をいたしました。 
 

 7 月 4 日（水）例会前に第 1 回理事会を開催いたしまし

た。 
 

 グアム地区大会の締切りが本日となっておりますので、

参加予定の方は、幹事までご連絡をお願いいたします。 

●出席報告      （志賀 義任出席委員長） 

 

会員数  47 名 

出席義務会員  45 名 

本日の出席  47 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 

 

●委員会報告 
 

荒川 義昭国際奉仕委員長 

 今年度 30 周年記念事業の一環として、車椅子をタイの

バンコクへ送ります。皆様、整備のご協力をよろしくお願

いいたします。第 1 回は 7 月 15 日（日）午前 10 時集合

です。 

宇田川 泰弘社会奉仕委員長 

 くじら祭の出欠締切りが 7 月 6 日（金）となっており

ますので、ご返信をよろしくお願いいたします。 
 
 

●次週例会予定 （今藤 貫徳プログラム委員長） 
 
 

7 月 11 日（水） 
 

新年度各委員長活動方針Ⅰ 
 
 
 
 

 

●閉会点鐘        （佐々木 稔郎会長）
 

 
 

   



●ニコニコ BOX発表（鈴木 栄親睦委員長） 
 

◎2016-2017 年度同期幹事一同様 

佐々木会長、無事の航海を祈念して。同期幹事一同応援致します。 
 

◎東京国立白うめ RC 会長上田 吉生様・幹事佐伯 浩様 

今年度、初夜間例会にお招き頂き有難う御座います。佐々木会長、岡野幹事、1 年間お互い頑張りましょう。 
 

○東京立川こぶし RC 会長 岩崎 太郎様・幹事 大野 芳裕様 

本日は、多摩中グループ協議会や会長エレクトセミナーでお世話になりました佐々木会長、岡野幹事の晴れ舞台を見

にうかがいました。 
 

◎◎◎星野宗保会員 佐々木 岡野年度 初例会を祝し 

◎佐々木会長 初例会、多数の参加ありがとうございます。1 年間宜しくお願い致します。 

◎石岡会員 2018-2019 年度 初例会を祝して 

◎伊藤会員 佐々木年度、初例会を祝し 

◎今藤会員 佐々木会長、岡野幹事 1 年間楽しんで下さい。会員の皆様、30 周年を協力していきましょうね。 

◎佐藤会員 佐々木・岡野年度のスタートを祝して 

◎下田安治会員 2018-2019 佐々木・岡野年度の初例会を祝して 

◎中村会員 佐々木会長、岡野幹事 1 年間よろしくお願いします。 

◎西野会員 佐々木会長、岡野幹事のご活躍を期待して！！ 

◎本田会員 佐々木会長、岡野景子幹事、1 年間宜しくお願いいたします。 

◎村野会員 会長、幹事、役員理事の皆様のスタートを祝して 

◎渡邉会員 佐々木会長、岡野幹事、1 年間よろしくお願いします。又 30 周年の年協力したいと思います。 

○岡野幹事 佐々木会長、会員の皆様 1 年間がんばりますのでご協力よろしくお願い致します。 

○宇田川会員 佐々木会長、岡野幹事 1 年間よろしくお願いします。 

○浅見会員 佐々木新年度を祝して。小島前会長、石岡前幹事ありがとうございました。 

○荒川会員 佐々木会長、岡野幹事 1 年間よろしくお願い致します。 

○小島会員 佐々木会長、岡野幹事、各委員長、1 年間よろしく！！ 

○岩本会員 初例会を祝して。 

○佐伯会員 佐々木・岡野年度、初例会を祝して 

○志賀会員 初例会をお祝いいたします。佐々木会長、岡野幹事、理事の皆様 1 年よろしくお願いします。 

○柴田会員 佐々木会長、岡野幹事 1 年間宜しくお願いします。 

○下田育立会員 佐々木会長、岡野幹事 1 年間よろしくお願いします 

○鈴木栄会員 新年度、初例会を祝して。会長、幹事、会員の皆様宜しくお願い致します。 

○田畑会員 初例会を祝して！会長、幹事よろしく。 

○津乗会員 30 周年に向けてのスタートおめでとうございます 

○中野会員 佐々木会長、岡野幹事、理事役員の方々、1 年間よろしくお願い致します。 

○曳地会員 佐々木、岡野年度の発足を祝って。 

○山中会員 佐々木会長、岡野景子幹事、1 年間頑張って下さい。 

○若杉会員 佐々木会長、岡野幹事 1 年間よろしくお願い致します。 

・岡野和弘会員 新年度初例会を祝して。 

・犀川会員 佐々木会長、岡野幹事 1 年間よろしくお願いします。 

・鈴木洽六会員 2018-2019 年度佐々木新会長、岡野新幹事の門出を祝い、ニコニコいたします。 

・中澤会員 佐々木会長、岡野幹事、皆様、1 年間よろしくお願い致します。 

・星野明宏会員 初例会を祝して。本年度もよろしくお願いします。 

 


