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相田 禎延様

皆様、こんばんは。早いものであと 2 週間で今年度も
終わろうとしています。IM も終わり、先週国際大会にも
出席しました。間もなくゴールだなあと思うのですが、気
を抜くのが 1 番いけないので、頑張ります。
これから、皆様とお会いすることもあるかと思います
ので、よろしくお願いいたします。今年 1 年、ありがとう
ございました。

●会務報告
●開会点鐘

（佐々木 稔郎会長）

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱
●本日のお客様
多摩中グループ
多摩中グループ

ガバナー補佐
グループ幹事

安保 満様
相田 禎延様

●ご挨拶

6 月 9 日（日）、10 日（月）と
31 名で親睦旅行に行ってまいり
ました。初日は星野リゾートの川
治温泉で、1 次会、2 次会、3 次会
と飲み明かしまして、本当に心を
開いて話して親睦が深まったと
思います。あいにくと 2 日間とも
天気が悪かったのですが、日光の
輪王寺という素晴らしいお寺に行ってまいりました。ち
ょうど改修が終わって綺麗になっていまして、仏像が光
っていました。その後、東照宮に行きまして、ナンバーワ
ンのガイドさんがついて詳しく説明をしてくれましたの
で、大変充実した参拝となりました。その後、金谷ホテル
で昼食を取りました。金谷ホテルは、日光ロータリークラ
ブの例会場となっていることもあり、とてもサービスが
良く、料理も美味しかったです。
鈴木親睦委員長をはじめ親睦委員の皆さんには、本当
に一生懸命やっていただき感謝をしております。

●幹事報告
多摩中グループガバナー補佐

安保 満様

皆様、こんばんは。5 月 16 日（木）開催の多摩中グル
ープインターシティミーティングには、多くの皆様にご
出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、
貴クラブにおかれましては、地区、多摩中グループの活動
に積極的にご協力いただき、この場を借りて感謝申し上
げます。佐々木会長、岡野幹事におかれましては、服部ガ
バナーの方針によりまして、13 回にも及ぶグループ協議
会のほとんどに出席していただきました。
拙いグループ補佐ではございましたが、皆様のご支援
ご協力によりまして、何とか 1 年の活動を務め上げるこ
とができました。1 年間、ありがとうございました。

（佐々木 稔郎会長）

（岡野 景子幹事）
6 月 7 日（金）ハイアットリー
ジェンシー東京にて「2019-20 年
度第 1 回ロータリー財団セミナー」
が開催され、渡邉次年度ロータリ
ー財団委員長が出席をいたしま
した。

6 月 7 日（金）「2019-20 年度第 1 回クラブ管理運営炉
辺会議」が行われました。
6 月 9 日（日）
・10 日（月）親睦旅行に行ってまいりま
した。天候は雨だったのですが、雨のお陰で皆様とても親
しくなれたと思います。

の多摩包装工業で車椅子整備をおこないました。8 月 29
日（水）に車椅子をコンテナに積み込んで、タイ王国の障
害者技術センターへ発送をいたしました。10 月 26 日（金）
内藤 征一奉仕プロジェクト委員長
私の役目は、四大奉仕委員長の タイ王国バンコクのホテルにおいて、タイ側の関係者 30
相談に乗るというようなことで 名、身体障害者の大人子供合わせて 15 名、それから大使
したが、今年度の委員長は皆さん 館の 1 等書記官の方もお見えになり、草の根会の職員の
行動力があり、私には報告くらい 方、そして当クラブからは 9 名が参加をして、贈呈式を
しかきませんでした。今年度は 30 おこないました。贈呈式のなかで、子供達のダンスパフォ
周年の事業が絡んでいましたの ーマンスがあり、その後で西野創立 30 周年実行委員長よ
で、各委員会で事業がある時には、 り皆さんにご挨拶をさせていただきました。また、最後に
写真を撮ったりなどあったと思 は日本から持参した文房具やお菓子を子供達にプレゼン
います。社会奉仕委員会の宇田川さん、青少年委員会の曳 トいたしました。贈呈式終了後、障害者の学校施設へ訪問
地さん、国際奉仕委員会の荒川さん、職業奉仕委員会の山 をして、校長先生の歓迎を受けまして、父兄の方々や子供
達と会員も一緒に非常に和やかに過ごしました。こちら
中さん、本当に 1 年間ご苦労様でございました。
の学校にもプレゼントをいたしました。贈呈式の様子は、
タイのマスコミが取材に来まして、新聞に掲載されまし
本田 征勇クラブ管理運営委員長
今年度は佐々木会長がクラブ た。
基盤の強化という目標を掲げて
おります。どこのクラブでもそう
ですが、クラブの内部がしっかり 浅見 勇 SAA
皆様 1 年間、ご協力ありがとう
していないと良い奉仕活動がで
ございました。
スタートは SAA っ
きません。その意向を踏まえまし
て何ぞやというところからでし
て、昨年の今頃、各委員長さんと
たので、本当にバタバタしている
炉辺をやりまして、活動をよろし
うちに 1 年が過ぎていきました。
くお願いしますとお願いしたまま、今日に至ります。
それでも 1 年間やってこられたの
今年は増強委員長に伊藤会員、情報委員長に平畑会員、
は、村野さん、中野さん、渡邉さ
広報・会報・IT 委員長に岩本会員、親睦委員長に鈴木栄会
んのパスト会長のしっかりとし
員、出席委員長に志賀会員、プログラム委員長に今藤会員、
と錚々たるメンバーに活躍していただいて、良い 30 周年 たご支援があったからです。それから他の副 SAA の方に
を迎えられたのではないかと思います。クラブ基盤の強 も一生懸命やっていただいたので何とかやってこられま
化は毎年の課題でありまして、特に増強や親睦はクラブ した。重ねてお礼申し上げます。
今更ですが、SAA の S はサージェント（軍曹）
、AA はア
の中枢を成す委員会だと思います。無事に 1 年間過ごせ
ットアームス（権限を持つ）という意味です。
小島パスト
たのは、各委員長さんの活躍によるものだと思います。あ
会長から、鬼軍曹としてしっかり会場を管理するように
りがとうございました。
という貴重なアドバイスを頂戴いたしました。次年度の
若杉会長の時には志賀 SAA がしっかりとした会場管理を
中村 重昭ロータリー財団委員長
基本方針を、ロータリー財団の してくれると思います。

●各委員長活動報告②

活動を会員の皆様により理解し
ていただき、地区目標達成に向け
協力できるよう努める、といたし 伊藤 満雄増強委員長
1 年間、色々とお世話になりま
ました。その結果、年次寄付会員
した。増強の最大の目的は、退会
1 名 150 ドル以上、ポリオプラス
者を出さないということで、その
寄付会員 1 名 30 ドル以上を達成
点では今年は大成功だったと思
することができました。それから、
います。それから今年度は、成田
会長のご協力もいただきまして、恒久基金（ベネファクタ
さん、菅野さんに入会していただ
ー）1 クラブ 1,000 ドル以上を達成することができまし
き、現在会員 49 名です。この何年
た。ありがとうございました。
も 50 名目標でやってきましたの
その他にポリオプラス委員会への卓話要請という事業
で、次年度は
50
名を達成するよう増強委員長にお願いし
計画を立てまして、11 月のロータリー財団月間にポリオ
プラス委員会の田中靖委員長様にお越しいただき、卓話 たいと思います。皆様のご推薦でどなたかいらっしゃい
ましたら、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
をしていただきました。

荒川 義昭国際奉仕委員長
皆様、1 年間ご協力ありがとう
ございました。事業にあたりまし
て、ロータリー財団より 5,000 ド
ル（520,000 円）の補助金をいた
だき、クラブ拠出金として 90,164
円を足して、合計 610,164 円を支
出して車椅子を送りました。
活動といたしましては、昨年の
7 月 15 日（日）と 8 月 19 日（日）の 2 回に分けて、羽村

平畑 秀東情報委員長
体調が悪く、長くお休みをさせ
ていただいておりました。情報と
は結局、伝達をするということで
すので、ロータリーの友を読んで
いただくのが良いのではないか
と思います。

鈴木 栄親睦委員長

●ニコニコ BOX 発表

（鈴木 栄親睦委員長）

先日の親睦旅行には、たくさん
の方に参加をしていただき本当 ～6 月 10 日（月）分～
にありがとうございました。活動 ○岡野幹事
報告ということなので、一通り日 今年度最後の大イベントに出席ありがとうございました。
にちを追ってご報告させていた 親睦委員長はじめ委員の皆様ありがとうございました。
だきます。
7 月 4 日（水）初例会にはなの ・今藤会員
会の方をお呼びして、会員全員で 皆さん、楽しい時間をありがとうございました。親睦委員
門出を祝いました。8 月 4 日（土）社会奉仕委員会のくじ の皆様、どうもありがとうございました。
ら祭で夕食の準備をさせていただきました。1 日目はいな
げやのお弁当、2 日目は高瀬のうなぎをご用意させていた ・犀川会員
だきました。8 月 29 日（水）くじら祭の打ち上げをセン 親睦委員の皆様、ありがとうございます。
トロビアガーデンでおこないました。10 月 3 日（水）昭 楽しい旅行でした。
島 RC との合同例会で浅見会員のご紹介で、フォレストレ
・鈴木会員
ディース スウィングオーケストラをお呼びしました。
親睦旅行の参加ありがとうございます。
10 月 24 日（水）1400 回記念と新会員歓迎例会をおこな
いました。11 月 3 日（祝）青少年委員会の柔道大会例会
・田畑会員
ナイス旅行
において、お昼のお弁当の手配をさせていただきました。
こちらは荒川会員のご紹介です。12 月 12 日（水）クリス ・若杉会員
楽しい旅行ありがとうございます。
マス例会をおこない会員とご家族合わせて 54 名の参加を
いただきました。中澤会員のご紹介のタヒチダンスをお
呼びして、ダンスの披露と指導をしていただきました。そ ～6 月 12 日（水）分～
の後、じゃんけん大会で大抽選会をおこない、楽しみまし ◎◎星野会員
先日の旅行を祝し
た。12 月 23 日（日）青少年委員会の野球教室にて、ご来
賓のお弁当の手配と打ち上げ会場の手配をさせていただ ◎下田会員
きました。木田名誉会員、吉岡選手、野球教室卒業生のプ 先日の旅行を仕事の都合で欠席でした。
ロ野球選手となった海老原選手をお招きしました。1 月 9 申し訳ありません。
日（水）新年初例会をおこない、成田会員にお願いをして
三味線の先生と生徒の方 3 名に演奏をしていただきまし ○佐々木会長
た。1 月 13 日（日）新春駅伝大会の出場選手の慰労懇親 委員長報告ありがとうございます。1 年間ありがとうござ
会を翠凰楼にておこないました。2 月 10 日（日）昭島中 いました。親睦旅行楽しかったです。
央ロータリー杯終了後、夕食を兼ねまして中神のととや
にて打ち上げをおこないました。3 月 27 日（水）職業奉 ○伊藤会員
仕委員会と合同で、無門庵にて観桜例会をおこないまし 親睦委員のみなさん 楽しい旅行ありがとうございまし
た。料理長の卓話をお聞きして、カミカゼビールで乾杯を た。御苦労様でした。
いたしました。5 月 8 日（水）
「新元号令和初例会を祝し
て」をおこないました。6 月 9 日（日）
・10 日（月）親睦
（志賀 義任出席委員長）
旅行で栃木県川治温泉、星野リゾート「界」に宿泊いたし ●出席報告
ました。2 日目の昼食会場は日光金谷ホテルでおこないま
した。会員、奥様合わせて 31 名のご参加をいただきまし
会員数
49 名
た。
出席義務会員 47 名
以上の行事を親睦委員会として協力させていただきま
した。親睦委員会では炉辺会談を 8 回おこないました。
本日の出席
30 名
親睦委員のアイデア、会員皆様のご協力をいただき、活動
することができました。至らない点が多々ありましたこ
（メイクによる出席者数を除く）
とお許しいただきたいと思います。尚、6 月 23 日（日）
社会奉仕委員会と合同で炉辺をおこなう予定です。打ち
上げを兼ねて最終例会の準備をいたします。6 月 26 日（水）
には最終例会がございます。志賀会員、佐々木会長のご紹 ●次週例会予定
（岡野 景子幹事）
介でバイオリニストに演奏をしていただきます。また、は
なの会もお呼びしております。
6 月 19 日（水）
RI 規定による休会
1 年間、ご協力ありがとうございました。
6 月 26 日（水）
最終例会

●閉会点鐘

（佐々木 稔郎会長）

