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●本日の司会

（石岡 孝光副 SAA） ●幹事報告

042-544-1002

（岩本 勝宏幹事）
7 月 18 日（木）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」が開催され石田会員が
出席をいたしました。

●開会点鐘

（若杉 司会長）

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
●会務報告

国際ロータリー2580 地区より「第 18 回ロータリー全
国囲碁大会のご案内」が届いております。
日時
2019 年 10 月 5 日（土）10：00 開会式
会場
東京・市ヶ谷の日本棋院本院 1 階対局室
参加料 7000 円（昼食代、賞品代等含む）
締切
9 月 27 日（金）

（若杉 司会長）

地区より「日本のロータリー100 周年記念ピンバッジ頒
布のご案内」が届いております。
鬱陶しい梅雨もあと 2、3 日で 内容
日本のロータリー100 周年記念ピンバッジ
明けるようですが、明けた後は急
サイズ 20×20 ㎜、価格 200 円
に暑くなりますので、会員の皆様、 納品時期 9 月中旬発送予定
熱中症対策をしてこの夏を乗り 期限
8 月 9 日（金）
切っていただきたいと思います。
そして、今日でちょうどオリンピ
東京国立白うめロータリークラブより例会時間変更の
ックまであと 1 年ということで、 お知らせが届いております。9 月 2 日（月）より 19：00
来年の 7 月 24 日は皆様とオリン ～20：00 の夜間例会となります。
ピックを観たいと思っています。
事務局の 7 月 8 月の休日ですが、7 月 31 日（水）くじ
今日は報告がございます。7 月 1 日（月）荒川会員が仕
事の都合上、今年、来年は何もできないという報告を受け ら祭振替、8 月 5 日（月）くじら祭振替、8 月 9 日（金）
ました。臨時理事会にて、相談をしたところ次年度の会長 ～8 月 18 日（日）夏季休暇となりますので、よろしくお
願いいたします。
鈴木会員が決まりました。

鈴木 栄会長エレクトより
急な話でご迷惑を掛けており
ます。先日、若杉会長と内藤 PP 会
会長とお話をさせていただき、内
藤会長より私がやれば 1 番迷惑が
掛からないのではないかという
ことで、少し悩みましたが、やは
り荒川さんの幹事を受けた時か
ら私が助けるべきだと思いまし
たので、引き受けさせていただきます。次年度よろしくお
願いいたします。

田畑 勝久副幹事より
急な話でしたが、2020-2021 年度鈴木会長のサポートを
して頑張りますのでどうかよろしくお願いいたします。

本日の例会終了後、理事会を開催いたしますので、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③
指田 裕士国際奉仕委員長
国際奉仕のメインの活動は、車
椅子を送る事業ということで、昨
年は 30 周年事業としてタイに送
りました。行ける方が現地に行っ
て、贈呈式に参加したことは記憶
に新しいかと思います。今年度は
ベトナムへ送る予定となってお
ります。まだ決まっていませんが、行ければ現地へ行きた

いと考えております。その前に車椅子の整備をいたしま
すが、8 月 18 日（日）に昨年と同じ場所で車椅子の整備
をしたいと思います。
その他の活動といたしましては、エコノートの作成のお
手伝いを国際奉仕として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。

●出席報告

（宇田川 泰弘出席委員長）

皆様こんばんは。今日はくじら
祭について説明のお時間を取ら ●ご報告
せていただきました。昨日も商工
会で開催直前の最後の実行委員
会がありまして、そこでいただい
た資料も添付いたしましたので、
確認も含めながら進めていきた
いと思います。よろしくお願いい
たします。

●ニコニコ BOX 発表

（石田 尚久親睦委員）
◎若杉会長
いよいよ来週くじら祭が始まり
ますので、皆様よろしくお願い致
します。中澤委員長、くじら祭卓
話ありがとうございました。

◎伊藤会員
会長、幹事、中澤さん、くじら祭頑張って下さい

49 名

出席義務会員

47 名

本日の出席

30 名

（メイクによる出席者数を除く）

●卓話「第 47 回昭島市民くじら祭」について
中澤 紀之社会奉仕委員長

※「第 47 回昭島市民くじら祭」の当日のスケジュール、
役割分担等、詳細に説明をしていただきました。

会員数

（下田 安治パスト会長）
※下田安治パスト会長より、パス
ト会長会にて 2021～2022 年度多
摩中グループガバナー補佐に内
藤征一会員が候補として挙がっ
た旨の報告があり、本日の全体会
議にて承認がなされました。

内藤 征一会員より
私は、もともとパスト会長会で候補を出すほうのメン
バーでしたので、その気は無かったのですが、下田さん、
星野さんをはじめ皆様が候補として挙げてくださいまし
たので、私もできる限りやってみようと思います。グルー
プ幹事につきましては、本田さんにお願いしたところ、快
諾していただきました。
皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

本田 征勇会員より
グループ幹事にご指名いただきました。20 周年の時の
会長幹事でもありますし、13 クラブの裏方として昭島中
央の名に恥じないように頑張りたいと思います。

◎中澤会員
皆様お聞き苦しい卓話ですみません。くじら祭、みんなで
楽しい思い出をつくりましょう！！
・岩本幹事
中澤委員長、今日の卓話よろしくお願いします。会員の皆
様、くじら祭ガンバリましょう。
・宇田川会員
中澤委員長、
、卓話おつかれ様でした。会員の皆様、くじ
ら祭よろしくお願いします。

●次週例会予定

（椎名 正明プログラム委員長）

・指田会員
中澤委員長、くじら祭卓話よろしくお願いします。又、先
日は母の葬儀に参列いただきありがとうございました。

7 月 31 日（水）
RI 規定による休会

・志賀会員
中澤委員長くじら祭皆で盛り上げましょう

8 月 3 日（土）
・4 日（日）
「第 47 回昭島市民くじら祭」

・鈴木栄会員
社会奉仕委員会の成功を期待しております
・田畑会員
中澤委員長、卓話よろしくお願いします。

●閉会点鐘

（若杉 司会長）

