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●本日の司会       （佐々木 稔郎副SAA） 
 

 
 

●開会点鐘          （若杉 司会長） 
 
 

●ロータリーソング「奉仕の理想」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 

 
 

●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。「ポリオのな

い世界を目指す奉仕賞」をいただ

きましたこと、会長よりご紹介い

ただきありがとうございました。

皆さんに拍手をいただき感激し

ました。ガバナー補佐として、こ

の 1年間お世話になりましたこと、

心より感謝申し上げます。貴クラ

ブからのたくさんのご支援ご協力があって、6 月を以って

無事任期を終えられることを実感しております。コロナ

ウイルスの影響で各クラブ、そしてグループとしても下

半期は心残りなことがたくさんありました。特に私にと

っては、IM を開催できなかったことが今でも心残りです。

IM を通して多摩中各クラブの奉仕活動を情報共有し、ロ

ータリーを通して繋がった仲間たちの素晴らしさを皆で

分かち合いたいと思っておりました。そのような中でも

当日皆様に配布を予定していたパンフレットはもうすぐ

完成いたします。せめて、こちらで IM の目的である情報

共有は達成できるのではないかと期待しております。 

 

多摩中グループ グループ幹事 町田 裕紀様 

 こんばんは。1 年間、本当にお

世話になりました。若杉会長には

色々なところでかわいがってい

ただきました。皆様には、どこへ

行っても温かく迎えていただき、

どこでも同じ歌を歌い、同じ物を

食べて、これがロータリーなのだ

ということを実感いたしました。

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 
 

●会務報告          （若杉 司会長） 
 

 残すところあと 2回となりまし

たが、今日の夕方から胸がドキド

キしまして、あっという間に過ぎ

た 1 年でした。昨日、2750 地区会

長幹事会へ出席をしてまいりま

した。ガバナーの挨拶、研修リー

ダーの報告、ガバナー補佐の皆さ

んのお話などがありました。やは

りコロナの影響で 4 ヶ月間活動ができなかったことが、

皆さん大変残念な様子でした。私も職業奉仕や親睦旅行

など大変残念なことがありました。 

 昨日は会場で、ロータリー財団寄付 3 部門達成の表彰

を受けました。伊藤会員、渡邉会員には年次寄付、今藤会

員にはポリオプラス、べネファクターには内藤会員にそ

れぞれ 1,000 ドルの大口寄付をいただき、会員の皆様に

は 1 人 150 ドルの寄付をいただき、無事達成することが

できました。皆様、本当にありがとうございました。 

 この 1 年はとにかく勉強の日々でしたので、次年度か

らが本当の出番かなと思います。後輩達に出席の大切さ

を教えていきたいと思います。 

 

●第 16 回米山功労者 メジャードナー表彰 
 

 
星野 宗保会員 

2020 年（令和 2年）6月 17 日（水） 

第 1480回例会報告 

 



●幹事報告         （岩本 勝宏幹事） 
 

 次回の最終例会は大勢の会員

の皆様のご出席をお願いいたし

ます。食事の内容は、休会分の費

用を追加しまして、豪華にします

ので、期待をしてください。席は、

少し距離を取る形になりますの

で、少し寂しくなりますが、親睦

委員長が盛り上げてくれると思

います。出欠のご返信はお早めにお願いいたします。 

 
 

●各委員長活動報告② 
 

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 7つの

委員会で構成されています。昨年

7 月から今年の 2 月まで、委員会

の方々には積極的に活動してい

ただきありがとうございました。

3 月からはコロナの影響で世界的

に色々な活動ができなくなりま

した。当然、我がクラブでも親睦

旅行が開催できず本当に残念です。1 番悔しい思いをして

いるのは若杉会長だと思います。今日を含めて例会はあ

と 2 回ですが、最終例会には多くの皆様の参加をよろし

くお願いいたします。 

 このような状況でも、新会員の入会が決まりました。皆

様のご協力ありがとうございました。 

 
 

渡邉 信義ロータリー財団委員長 

 ロータリー財団委員会のご報

告をさせていただこうと思った

のですが、会務報告で会長が全部

仰ってくださいましたので、私の

言うことはあまりございません。

しかし、財団の意義を皆様に知っ

ていただくのが、大事なことです

ので、それを土台として寄付をお

願いしたいということで、3 部門を達成することができ、

大変嬉しく思います。これを是非、次年度にも繋げていた

だきたいと思います。1 年間、ありがとうございました。 
 
 

岡野 和弘青少年委員長 

 昨年の 11 月 3 日、立川市の泉

体育館で柔道大会がおこなわれ

ました。会員は、小学生・中学生

の部の試合を観戦して、3 位まで

の選手にメダル授与をいたしま

した。それから 12 月 22 日、野球

教室を開催いたしました。木田さ

んを始め、4 名の講師をお招きし

て、田中小学校の校庭をお借りして無事おこなうことが

できました。野球教室の後、親睦会をおこない、講師の

方々にも 2次会まで参加をしていただきました。年明け、

2 月 11 日、昭島中央ロータリー杯をおこないました。こ

ちらは 6 年生の引退試合ということで準決勝、決勝と観

戦をして、優勝チームにはトロフィーを授与しました。皆

様 1 年間、ご協力ありがとうございました。 

志賀 義任 SAA 委員長 

 1 年間、委員の皆様のご協力の

もと、座席の配置、また例会のス

ムーズな進行ができるよう頑張

ってまいりました。石岡会員、岡

野景子会員、神野会員、佐々木会

員、柴田会員、鈴木栄会員、須田

会員、中野会員と私を含め、司会

を 9 名で担当いたしました。鈴木

会員におかれましては、会長エレクトという立場にもか

かわらず、委員として活動いただき感謝しております。会

長幹事はもとより、プログラム、出席の各委員会と連絡を

密にとりながら、時間内の進行に努めてまいりました。

2,3 回時間がオーバーしてしまい皆様にご迷惑をお掛け

しました。1 年間ご協力ありがとうございました。 

 
 

岡野 景子増強委員長 

 今年度は、現状維持を基本に会

員全員参加、目標 2 名という方針

でやってまいりました。皆様のご

紹介で 3名ほどアプローチいたし

ましたが、コロナの影響等ござい

まして、2 名については入会には

至りませんでした。しかし、最後

に中野増強副委員長の踏ん張り

がありまして、若杉会長同席のもと、面談をして 1 名の

方に入会申込書をいだだきました。皆様には FAX にて入

会の告示をし、本日を以って入会が決定いたしました。新

会員の入会にあたりましては佐藤会員、下田安治会員、伊

藤会員、柴田会員のご協力をいただきました。 

次年度も増強委員会に引き続きご協力をよろしくお願い

いたします。 

 
 

伊藤 満雄情報委員長 

 情報委員長を仰せつかりまし

たが、コロナの影響もありまして

大した活動もできずに申し訳ご

ざいませんでした。例会ごとに会

長幹事がロータリーについて

色々な情報を発表していただき

ましたので、私のほうから補足は

ございませんでした。 

今後のお願いとしましては、皆さんも新会員の頃はそ

うであったと思いますが、ただ席に座っているだけで、も

ぞもぞとしていたと思います。新会員が入会しましたら、

よく知っている方が隣に座って、説明や相談に乗ってあ

げていただきたいと思います。新会員に対する研修会に

も参加ができませんでしたので、次年度の委員長には是

非実現していただきたいと思います。 

 
 
  



田畑 勝久親睦委員長 

 親睦委員会は成田会員、荒川会

員、石田会員、今藤会員、菅野会

員、下田育立会員、久田会員、本

田会員、吉野会員と私の 10 名で

やってまいりました。 

 くじら祭から 1月の初例会まで

は順調に進みましたが、それ以降

はコロナの影響で何もできませ

んでした。観桜例会は立川のがんこで開催予定でした。親

睦旅行は 5月 31日に新潟の月岡温泉の 1番いいホテルを

予約しておりました。全部キャンセルになってしまいま

したが、最終例会で皆さんが出席しないと後悔するよう

なことを考えております。食事の準備もございますので、

出欠のご返信はお早目にお願いいたします。1 年間、ご協

力ありがとうございました。 

 

中村 重昭広報・会報・IT委員長 

 まず、今年度は写真のほうで副

委員長の中澤会員、岡野和弘会員

にご協力いただきました。そして、

事務局の羽鳥さんに会報をまと

めていただきましてありがとう

ございました。 

残念だったのは、事業計画に挙

げた各委員会報告を発表しても

らえるように会報に掲載するということですが、なかな

か各委員長にお話が聞けなかったので至らなかった点だ

と思います。もう 1 点は、親睦旅行の中止です。皆さんの

良いお顔を撮影して良い会報にしたかったのですが、非

常に残念です。1 年間、ご協力ありがとうございました。 
 

※講評 

多摩中グループ ガバナー補佐 田中 靖様 

 やはりこのコロナ騒動の中でなかなか思うように活動

できなかったということが、とてもよく伝わってまいり

ました。その中でも皆様精一杯、活動をされていたのだな

あということを実感いたしました。皆様、ロータリーを楽

しんで、ロータリーが好きなのだということをつくづく

感じることができました。 

 

●ニコニコ BOX発表  （成田 篤史親睦副委員長） 
 

 

◎若杉会長 

田中ガバナー補佐、町田グループ

幹事、本日はお忙しい中ありがと

うございました。 

各委員長の皆様、委員会報告あり

がとうございました。 

 

◎内藤会員 ニコニコします。 

 

○岩本幹事 

田中ガバナー補佐、町田グループ幹事、本日はありがとう

ございました。 

委員長の皆様、第 2 弾よろしくお願いいたします。 

 

○今藤会員 

あと 2 回はりきっていきましょう。 

田中ガバナー補佐、お世話になりました。 

 

○田畑会員 

毎日、暑いですが、皆様、ご自愛下さい。 

 

○西野会員 

田中ガバナー補佐、町田グループ幹事、本年度のご活躍、

ありがとうございました。 

 

●出席報告       （鈴木 洽六出席委員） 
 

 

会員数  47 名 

 

出席義務会員  46 名 

 

本日の出席  32 名 

 
 

 

●委員会報告      （佐藤 義弘次年度SAA） 
 

 例会終了後、次年度 SAA 委員の

かたは、次年度に向けてのミーテ

ィングをおこないますので、ご参

集をお願いいたします。 

 
 
 
 

 

●次週例会予定 （椎名 正明プログラム委員長） 
 
 
 
 
 
 
 

6 月 24 日（水）  最終例会 

 
 

 

●閉会点鐘          （若杉 司会長）

 

   

 


