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●本日の司会

（岡野 和弘副 SAA） ●幹事報告

042-544-1002

（岡野 景子幹事）
7 月 15 日（日）多摩包装の倉庫
にて、国際奉仕委員会の「海をわ
たる子ども用車椅子プロジェク
ト」車椅子整備が行われ、21 名の
方にご参加をいただきました。

●開会点鐘

（佐々木 稔郎会長）

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
●会務報告

（佐々木 稔郎会長）

皆様、こんばんは。西日本では
災害がひどく、更に猛暑で熱中症
による死亡者も出ています。当ク
ラブとしても義援金などを検討
していきたいと思っております
ので、ご協力よろしくお願いいた
します。
昨日、第 1 回クラブ会長幹事会
がハイアットリージェンシーで行われ、私と岡野幹事で
出席をいたしました。ガバナーが国際大会に参加をされ
た際、ある王女がいらっしゃいまして、セーブザチルドレ
ンというポリオ撲滅の活動をやっていらっしゃるのです
が、やはりワクチンを未開の地に持っていくということ
は、とても大変なことだそうです。99.9 パーセントの撲
滅をしたロータリーのグループネットワークに感嘆され
ていたそうです。そのお話がとても印象的でした。
それから、各委員会が、1 年の方針を発表いたしまして、
繋がりを大事にしていこうということをガバナーが強調
されていました。特に、今までは特別ガバナー月信 7 月
号というのは無かったのですが、今年度は発行をされた
ので、ガバナーの意気込みが良く表れていると皆さんお
っしゃていました。
現在、問題になっているのは「ロータリーの友」が赤字
になっていることだそうです。ロータリアン以外の方に
も購入をしていただけると助かるという話でした。
その他には、グアム地区大会の飛行機が増便されたと
いう話がありました。
ポリオの話に関連しまして、9 月 7 日より昭島の映画館
で小児麻痺について扱った「ブレス」という映画が公開さ
れます。興味のある方は是非ご覧ください。

7 月 18 日（水）ハイアットリー
ジェンシー東京にて、DG 承認ク
ラブ対象資金管理実務講習会が行われ、荒川国際奉仕委
員長が出席をいたしました。
地区より「平成 30 年 7 月豪雨」義捐金についての案内
が届いております。地区でまとめて振り込むそうですの
で、当クラブでも理事会にて検討させていただきます。
本日の理事会終了後、臨時理事会を行いますので、理事
の方はご出席をお願いいたします。

●新年度各委員長活動方針Ⅱ
本田 征勇クラブ管理運営委員長
佐々木会長がクラブ基盤の強
化ということを、1 つの課題に挙
げております。それに沿って私も
動いてみようと思いまして、6 月
30 日（土）にクラブ管理の委員長
さんに集まっていただいて、炉辺
会議を行いました。30 周年を迎え
るということもありますので、各
委員長さん同志が横の繋がりを持って、クラブの運営を
スムーズに行ってもらえればと思います。各委員長さん
から、新年度に向けて色々な意見が出ましたので、しっか
りとした思いを持って活動をしていただけると思います。
色々な委員会がありますが、独立しているわけではな
く、互いに連絡を取り合い、合同の炉辺会議やるなどして、
クラブの基盤強化をしていければと思います。

村野 靜男長期計画委員長
長期計画とは、どの程度の期間
をいうのか、自分なりにちょうど
5 年、今年度は 30 周年ですから
35 周年に向かって我がクラブが
どうあるべきか、どのように発展
させ充実させていくかを考えま
した。

基本方針は、50 人体制の確立とクラブの充実といたし
それから、今年度は 3 ヶ月間皆勤の方に簡単な記念品
ました。事業はこのまま続けていき、まだ時間があるよう をお渡しいたします。1 年間の皆勤はなかなか難しいと思
でしたら、その年度の会長の方針に沿って、活性化をさせ うので、3 ヶ月皆勤を続けていただければ、それが 1 年の
ていけばよいと思います。
皆勤につながるのではないかという会長幹事のお計らい
クラブが始まってから、50 人に達したことは 1 度もあ です。1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。
りません。
年度の途中で 50 人になったことはありますが、
年度が終わった時に 50 人だったことはありません。30 周
年の時には、あと 3 名増強をして 50 名体制で迎えたいと 今藤 貫徳プログラム委員長
基本方針といたしましては、30
思います。そして、35 周年の時には、50 人体制を確立さ
周年が楽しく迎えられるようプ
せたいと思います。そのためには、常に 55 人位いなけれ
ログラムを組んでいきたいと考
ばなりません。やはり数は力です。1 番人数が少なかった
えております。あとは、会長のテ
19 年には 30 名でした。翌年が 20 周年でしたので、星野
ーマを軸に進んでいきたいと思
創立会長が何とか 10 名増やそうということで、皆で頑張
います。
り、式典の時に 10 名揃えてガバナーからバッヂをつけて
事業計画として考えているの
いただきました。あれから 10 年経ちますので、何とか 50
は、各委員長の方々にお知り合い
名にしたいと思います。
それから、クラブの充実には親睦が大切です。親睦を深 を卓話の講師として、もしくはお客様としてお呼びいた
めるには、やはり例会に出席することが基本です。例会を だきたいと思います。もうひとつは、出来る限り他の委員
通して、少しずつ仲良くなり、親しみも感じ協力し合える、 会の炉辺会議に参加させていただきたいと思います。そ
こで情報を共有して、一丸となって 30 周年を成功に向か
そして、クラブが発展していきます。
私も一生懸命やりたいと思いますので、皆様のご協力 っていきたいと思います。
委員会のメンバーは、犀川副委員長、荒川会員、石田会
をよろしくお願いいたします。
員、津乗会員、曳地会員、久田会員です。
各委員会と協力しながら 1 年間やっていきたいと思い
鈴木 栄親睦委員長
ますので、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、創
立 30 周年となる今年度に、親睦
を第一に考えて、会員皆様の親睦 岩本 勝宏広報・会報・IT 委員長
委員会のメンバーは、足立副委
も勿論ですが、会員様ご家族とも
員長、石岡会員、下田育立会員、
親睦を図っていきたいと思いま
椎名会員、中村会員、吉野会員で
す。
す。
事業計画といたしましては、会
基本方針は、「昭島中央ロータ
長、幹事、各委員会と連携を取り、
リークラブの活動内容をより一
委員の皆で一緒に、企画立案したいと思います。ニコニコ
層外部に向けわかりやすく PR す
ボックスの発表は、順番に行ってまいりたいと思います。
る。
」といたしました。これに関し
委員会といたしましては、クリスマス例会と親睦旅行が
主な活動ですが、30 周年事業との兼ね合いもありますが、 ましては、炉辺会議を開いて、色々な方法を考えたいと思
他にはバーベキュー大会なども計画しております。また、 いますが、なかなか難しいので、会員の皆様の中にも何か
新会員の方に、積極的に、案内などのお誘いをしていきた 良いアイデアがあれば、ご協力よろしくお願いいたしま
す。
いと思います。
今年度は 30 周年の記念事業がありますので、撮影をよ
委員のメンバーは、田畑副委員長、柴田副委員長、足立
会員、宇田川会員、岡野和弘会員、指田会員、鈴木洽六会 り多くして、資料になるような写真をたくさん撮りたい
と思います。それから 30 周年の記録委員会にも協力をさ
員、内藤会員、中澤会員、山中会員です。
せていただきます。
皆様、1 年間どうぞよろしくお願いいたします。
1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。

志賀 義任出席委員長
委員会のメンバーは、渡邉副委
員長、佐伯会員、須田会員、神野
会員、星野明宏会員、若杉会員で
す。
基本方針は、「出席率向上のた
め目的意識を持ち楽しく活動す
る事を目指す」といたしました。
事業計画は、「①例会での出席
率の発表。②FAX など積極的に連絡を密にし出席率向上に
つなげる。③プログラム委員と協力し、プログラムの編成
案などを考察し提案する。」といたしました。
今年度から受付に皆様の名簿を置かせていただきまし
た。出席した時に、ご自分で丸を付けていただくようお願
いいたします。丸を付けることによって、自分の欠席や他
の方の欠席にも気に留めていただければと思います。

伊藤 満雄増強委員長
30 周年に向けて 50 名を維持で
きるよう、全員の方からご紹介を
いただいて、会員増強に努めたい
と思います。早速、若杉会員のお
知り合いをご紹介いただいてお
りますので、理事会にかけたいと
思います。その他にも、色々な方
の情報をいただいておりますの
で、一緒に伺って説得していきたいと思います。皆様の中
にも、お友達やお知り合いがいましたら、ご紹介をお願い
いたします。
皆様のご協力がなければ出来ませんので、1 年間どうぞ
よろしくお願いいたします。

吉野 和也青葉会委員長

●出席報告

委員会のメンバーは、中澤副委
員長、足立会員、椎名会員、石田
会員、久田会員、星野明宏会員で
す。
青葉会は、今まであまり活動し
ていた記憶がないのですが、今年
度は 30 周年ということもありま
すので、会長、幹事、各委員長と
連携しながら、微力ではございますが、30 周年を盛り上
げていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

47 名

会員数
出席義務会員

45 名

本日の出席

32 名

（メイクによる出席者数を除く）

●次週例会予定
●ニコニコ BOX 発表

（志賀 義任出席委員長）

（今藤 貫徳プログラム委員長）

（宇田川 泰弘親睦委員）
7 月 25 日（水）
「くじら祭について」
宇田川 泰弘社会奉仕委員長

○佐々木会長
暑い中出席ありがとうございます。
委員会報告宜しくお願い致します。
・岡野幹事
7 月 15 日車椅子整備お疲れ様でした。
本日は各委員長よろしくお願いいたします。

●閉会点鐘

（佐々木 稔郎会長）

