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●本日の司会        （志賀 義任 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘          （若杉 司会長） 
 
 

●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 ガバナー補佐 田中 靖様 

多摩中グループ グループ幹事 町田 裕紀様 
 

東京昭島ロータリークラブ 会長 向山 英雄様 

東京昭島ロータリークラブ 幹事 矢口 完様 
 
 

●ご挨拶 
 

 
 

多摩中グループ ガバナー補佐 田中 靖様 

 皆様、こんばんは。さて、本年度淺田ガバナーは、マロ

ーニーRI 会長のテーマである「ロータリーは世界をつな

ぐ」をうけて、2750 地区は「5000 人の仲間をつなぐロー

タリー」というテーマを発表されました。このテーマには

2750 地区の会員同士が手を取り合って、情報を共有し行

動を共にしながら前に進みましょうというメッセージと、

現在 4850 人の会員数を是非 5000 人にしましょうという

メッセージも含んでおります。その中でガバナー補佐の

役目として、各クラブの組織維持をサポートすることを

明言されました。組織維持とは、会員増強であり退会防止

であり、クラブ運営に関わる全ての問題をサポートする

ことでもあります。会員増強はそれ自体が目的ではなく、

クラブが有効な奉仕活動を行うための手段であるという

言葉をガバナーよりいただきました。皆様には是非、この

言葉の意味をご理解いただき、明日からの奉仕活動の参

考にしていただければと思います。1 年間、どうぞよろし

くお願いいたします。 
 
 

多摩中グループ グループ幹事 町田 裕紀様 

 多摩中グループ各クラブの皆様方が、より一層親睦を

深めることができますよう、一生懸命努めてまいります

ので、1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 

 
 

東京昭島ロータリークラブ 会長 向山 英雄様 

 皆様、こんばんは。今日ここへ来ることを大変楽しみに

しておりました。会長職が始まる前から若杉次年度会長

さんと岩本次年度幹事さんとは、大変楽しい時間を過ご

させていただきまして、1 年間ワクワクするような活動が

お互いにできるのではないかと思っております。私ども

のクラブと昭島中央ロータリークラブさんは、良い意味

でライバル関係にありまして、気になっているのはゴル

フ会で 4 連敗していることです。今期は、ボーリングや

駅伝で勝負もしていこうと考えております。お互いに切

磋琢磨して、楽しいロータリーにできればと思いますの

で、1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

東京昭島ロータリークラブ 幹事 矢口 完様 

 若杉会長、岩本幹事にはいつもお世話になっておりま

す。これからも仲良く皆さんと一緒にやっていきたいと

思います。1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

2019 年（令和元年）7月 10 日（水） 

第 1441回例会報告 

 



●会務報告          （若杉 司会長） 
 

 先週の初例会では、たくさんの

ご出席、またニコニコを頂戴いた

しまして、誠にありがとうござい

ました。今日は時間があまりあり

ませんので、先週言えなかったこ

とをひとこと言わせていただき

ます。 

 今年度は、エコノートを作成し

て車椅子と一緒に海外の子供達に送りたいと考えていま

す。A4 の裏紙を貼り合わせて一冊のノートにします。40

枚使って 20 ページにします。会員の皆様にご協力いただ

いて、この奉仕活動をやっていきたいと考えています。詳

しいことは、7 月 24 日（水）の中澤社会奉仕委員長の卓

話でお話があると思います。ご協力をどうぞよろしくお

願いいたします。 
 
 

●幹事報告         （岩本 勝宏幹事） 
 

 7 月 4 日（木）社会奉仕委員会

炉辺会議が東中神の翠凰楼にて

おこなわれました。 
 

 7 月 8 日（月）SAA・出席委員会

合同炉辺会議が東中神の翠凰楼

にておこなわれました。 
 

 7 月 8 日（月）親睦委員会・広報会報 IT 委員会合同炉

辺会議が中神のととやにておこなわれました。 
 

 どの会議におきましても、くじら祭や今年度の活動計

画について、打ち合わせ及び意見交換が活発におこなわ

れました。 
 

 7 月 9 日（火）2019-20 年度第 1 回クラブ米山記念奨学

委員長セミナーがハイアットリージェンシー東京にてお

こなわれ、曳地米山委員長が出席をいたしました。 
 
 

●新年度各委員長活動方針① 
 

今藤 貫徳奉仕プロジェクト委員長 

 毎年やっていることは、継続事

業が多く過去の記録が残ってい

ます。過去の記録が残っているの

で、何となく流れでやっていたも

のが多いので、大分環境も変わっ

てまいりましたので、ここでしっ

かりと見直して、目的を正しく理

解して、正しく運営しましょうと

いうことです。そのためには、会員の皆様方にご協力をい

ただくことが大切です。 

 最終的には、「みんなで一緒に輝こう」が目標ですので、

参加しないと輝くことができないと思います。是非、皆で

協力して最後の打ち上げを含めて楽しみたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

内藤 征一クラブ管理運営委員長 

 クラブ管理運営委員会は、既に

会長、幹事、理事、委員長の皆さ

んと、今年度はどのような考えで

やっていくのか何度か話をしま

した。皆さん立派な方々ですので、

これから 1年間彼らと協力してや

っていきたいと思います。 

 ロータリーは奉仕活動をする

団体ですから、恒例の奉仕活動は当然やると思います。そ

れから先程今藤委員長が仰っていたように、新しい活動

もすると思います。クラブ全体で協力をして、活動がスム

ーズにおこなわれるようよろしくお願いいたします。 
 

中澤 紀之社会奉仕・環境保全委員長 

 1 年間どうぞよろしくお願いい

たします。さっそくですが、くじ

ら祭が差し迫っています。くじら

祭は、元々は昭島の納涼祭という

ものから始まったと聞いており

ます。昭島から出ていった方が夏

のお祭りで戻ってきて、ホッとで

きるというコンセプトで広がっ

ていったそうです。私達のミニ SL は毎年同じようなこと

をやっているように見えて、売り上げも減っているわけ

でもなく、皆同じ景色を見てホッとできているのかなと

発足当時の思いは受け継がれていると思います。しっか

り滞りなく運営したいと考えております。今年は、新くじ

らがお目見えとなりまして、去年はパレードが暑さのた

め無くなってしまったのですが、今年は日程を 1 時間遅

らせて暑さ対策も練っていますので、皆さんにお見せで

きると思います。 
 

柴田 智幸職業奉仕委員長 

 1 年間どうぞよろしくお願いい

たします。職業奉仕委員会と言わ

れて、私が最初に感じたのは 1 番

難しいなということです。他の奉

仕委員会は、くじら祭、野球教室、

車椅子と事業があって、そこに向

けてやればよいというのがあり

ますが、職業奉仕はこちらに任せ

られているという感じで、重圧を感じているところです。 

 私自身、少し疑問に思っていることもありまして、職業

見学などは、果たして奉仕なのかと考えています。職業奉

仕は何かと考えているとまだ答えは出ません。今年で入

会 6 年目になりますが、自分の勉強不足を痛感している

ところでございます。なるべく早く今年の職業奉仕の道

を決めて、今年を機に少し変えていければと思っており

ます。 
 

成田 篤史青葉会委員長 

 私は 7月で入会 1年になるので

すが、まだまだ経験することがた

くさんあると思いますので、他の

委員の方とも親睦を図りながら

一生懸命やっていきたいと思い

ます。自クラブだけでなく他クラ

ブにも足を運んで色々勉強した

いと思っております。まずは 8 月

2 日（金）IM の実行委員会で小金井へお邪魔する予定で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 



中村 重昭広報・会報・IT委員長 

 基本方針は「昭島中央 RC の各

委員会の活動内容をよりわかり

やすく、会報を通じて各会員に PR

します。」といたしました。 

 既に各委員会の炉辺会議が開

かれています。社会奉仕委員会に

関しては、くじら祭のために活動

が始まっています。私自身がそう

だったのですが、各委員会がどのような動きをしている

のか分かりにくかったので、会報を使って、各委員会の活

動内容を順番に PR できれば皆さんにも有意義に見てい

ただけるのではないかと思います。どうぞご協力よろし

くお願いいたします。 
 

田畑 勝久親睦委員長 

 基本方針は、「創立 30 周年を達

成した前年同様、会員、会員家族

が、親睦の和にむけて活動を行

う。」といたしました。 

 事業計画は、 

①会長、幹事、及び各委員会と連

携を取り親睦活動を行う。 

②新会員が、ロータリーに入会し

て良かったと思う様な企画をする。 

③クリスマス例会は、会員、会員家族が、参加して楽しか

ったと思う企画をする。 

④前年同様、炉辺会議を行い、個々の意見を参考にしたい。 

といたしました。 

1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

多摩中グループ ガバナー補佐 田中 靖様より 

 皆様方の委員会の活動方針を伺いまして、本当によく

まとまって会長のテーマい沿って計画を立てられている

ことがとてもよく分かりました。 

 青葉会が入会 3 年未満の方々の会ということで、とて

も興味深いと思いました。私のクラブにもありませんし、

他で聞いたこともありません。現在、地区で問われている

のは、退会防止です。入会 3 年未満の退会者が多いとい

うことでこれをどのように防止するかが地区としての課

題です。ですから何か青葉会で活動されるようであれば、

是非地区にも報告したいと思います。 

 会報を通じて委員会の活動を伝えたいというお話もあ

りましたが、これもとても良いことだと思いました。 
 
 

●ニコニコ BOX発表  （田畑 勝久親睦委員長） 
 

◎東京昭島 RC（会長 向山 英雄様・幹事 矢口 完様） 

本日はご挨拶にまいりました。1 年間よろしくお願いいた

します。 

 

◎若杉会長 

ガバナー補佐田中様、グループ幹事町田様、昭島 RC 会長

向山様、昭島 RC 幹事矢口様、表敬訪問ありがとうござい

ました。委員長活動報告よろしくお願いいたします。 
 

○岩本幹事 

田中ガバナー補佐様、町田グループ幹事様、昭島 RC 向山

会長様、矢口幹事様、表敬訪問ありがとうございます。各

委員長様、発表よろしくお願いします。 
 

○浅見会員 

各委員長様、よろしくお願いいたします。田中様、町田様、

向山様、矢口様ご来訪有難うございます。 
 

○今藤会員 

ガバナー補佐田中様、グループ幹事矢口様、向山会長、矢

口幹事ご来訪ありがとうございます。 
 

○佐々木会員 

ガバナー補佐田中さん、幹事町田さん、向山会長、矢口幹

事、御来訪ありがとうございます。1 年間がんばってくだ

さい。 
 

・西野会員 

田中ガバナー補佐、町田グループ幹事、向山会長、矢口幹

事のご活躍を期待して！！ 
 
 

●出席報告       （指田 裕士出席委員） 

 

会員数 49 名 

出席義務会員 47 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 （椎名 正明プログラム委員長） 
 

 
 
 

7 月 17 日（水） 

新年度各委員長活動方針② 
 
 
 

 
 

●閉会点鐘          （若杉 司会長）

 

社会奉仕委員会からのお知らせ 
 

  いよいよ梅雨明けが間近となりました。また、たくさんの笑顔と会えるあの日が近づいてまいりました。

 令和元年のくじら祭は 8 月 3 日（土）と 4 日（日）になります。 

  ご存知の通り会員の皆様のご協力がなくてはお祭りの成功はありませんので皆さん奮ってのご参加を宜

 しくお願いいたします。たくさんの飲み物と元気のでる食べ物をご用意してお待ちしております！ 

  若杉年度の新大くじらをみんなで取り囲んで、素敵な思い出を作りましょう！ 


