
 

2020～2021 年度クラブ運営方針 

「親睦を深めて奉仕活動・そして継続へ」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB 

 

事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （佐伯 勉副 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘          （鈴木 栄会長） 
 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 
 

●本日のお客様 
 

RI 第 2750 地区多摩中グループ ガバナー補佐 

尾内 昭夫様（東京立川ロータリークラブ） 

 

RI 第 2750 地区多摩中グループ グループ幹事 

織原 寛一郎様（東京立川ロータリークラブ） 

 
 

●ご挨拶（多摩中グループガバナー補佐 尾内 昭夫様） 
 

 
 

 皆様こんばんは。まずは、前年度の会長幹事さん、本当

にご苦労様でした。新型コロナの影響で事業ができない

時期があり、さぞや苦労されたことと思います。そして、

今年度の鈴木会長、田畑幹事、スタートおめでとうござい

ます。コロナの影響で 2750 地区、そして多摩中グループ

もスタートが遅れました。例年、ペッツは大きなホテルを

借りて開催しますが、今年度は通信教育方式で DVD を観

てレポートを提出するという形となりました。やっと先

日、その修了証をお渡しできたところです。それから地区

研修協議会は、会長のみの参加ということになりました。 

現在、多くのクラブが色々な例会を模索しております。

それぞれ独自にやっていただくわけですが、多摩中 13 ク

ラブは、ロータリアンとしてのプライドを忘れないよう

に一丸となってやっていこうと考えております。 

今年度は日本のロータリー100 周年です。9 月にはその

記念切手が発売されるということです。さらに来年 6 月

の世界大会は台湾です。一人でも多くに参加していただ

き、本会議に登録していただければと思います。 

次年度は貴クラブからガバナー補佐が輩出されます。

そろそろ研修が始まる時期かと思いますが、並行して頑

張っていただければと思います。 

どうか 1 年間、よろしくお願い申し上げます。 

 

●会務報告          （鈴木 栄会長） 
 

 皆様、こんばんは。尾内ガバナ

ー補佐、織原グループ幹事、本日

はご来訪いただきありがとうご

ざいます。皆様には先週の初例会

で沢山のニコニコを頂戴いたし

まして、誠にありがとうございま

す。 

新型コロナウイルスについて

は、先週の例会以降、6 日連続で 100 人超えとなり、少し

ずつ増加しているので、皆様、本当にお気をつけください。

また、熊本・大分では、豪雨による甚大な被害が出ており

ます。お亡くなりになられた方にはお悔やみを申し上げ

たいと思います。後程、幹事報告で義捐金の案内がありま

すので、ご協力よろしくお願いいたします。 

今年度のグループ協議会は昨年の 12月 9日に第 1回目

がおこなわれました。今年度の会長幹事さん達と名刺交

換をするなかで、今年度はグループ幹事経験者、会長幹事

経験者が数名いらっしゃって、私と田畑幹事は本当に緊

張をいたしました。その時に尾内さんにお声を掛けてい

ただき、緊張がほぐれたことを覚えております。 

 それから、2 回、3 回と協議会が開催されましたが、そ

の中で今年度は IM をおこなわない旨、報告がございまし

た。また、ガバナー公式訪問に関しては、11 月 20 日（金）

多摩中 13クラブで合同例会という形で開催をするという

ことになりました。地区大会は 2021 年 2 月 21 日（日）

と 22 日（月）新高輪にて開催予定です。 

 2 月 5 日（水）補助金管理セミナーがおこなわれ、幹事

と私と鈴木洽六国際奉仕委員長で出席をしてまいりまし

た。こちらへの出席は車椅子を送る事業のための補助金

の申請に必須となっております。5 月末に鈴木委員長が無

事に申請を出したとの報告を受けております。また、地区

チーム研修セミナーには今藤地区ロータリー財団資金推
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進委員長に出席をしていただきました。そして、その後 3

月にペッツが予定されておりましたが中止となり、通信

による研修に変更となりました。研修の DVD を 3 回繰り

返し観て、レポートを提出いたしました。そして、6 月 23

日（火）に 2020-2021 年度地区研修協議会に出席をして

福原ガバナー補佐より直接手渡しで修了証をいただきま

した。 

この後、各委員長の新年度活動方針の発表がございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●幹事挨拶         （田畑 勝久幹事） 
 

 皆様、こんばんは。地区より「令

和 2 年九州南部豪雨災害義捐金」

のお願いが届いております。この

度の令和 2年 7月 4日未明より降

り続く豪雨による河川氾濫で浸

水や洪水、また土砂災害等で熊本

県・鹿児島県・宮崎県の九州南部

地域を中心に甚大な被害が出て

おります。次週例会より受付に募金箱を設置いたします

ので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

多摩中グループ各クラブより例会変更のお知らせが届

いております。メイクをなさる方は、事務局にご確認をお

願いいたします。 

 

●米山功労者表彰      （曳地 義正会員） 
 

 
第 1 回米山功労者 

 

●新年度各委員長 活動方針Ⅰ 
 

鈴木 洽六国際奉仕委員長 

 国際奉仕委員会としましては、

まずはじめに 3年前のクラブの寄

付状況に応じて、6800 ドルの補助

金を申請する権利がございます。

日本円に換算しますと約 74 万円

ほどになります。それからクラブ

拠出金 6万 5千円を合わせて車椅

子事業の活動資金とさせていた

だきます。子ども用車椅子を整備してミャンマーに送る

予定でございますが、コロナの影響が心配されます。その

辺りを十分に注意しながら、皆様にご協力をいただき、お

こなっていきたいと思います。 

 NPO 法人「海外に子ども用車椅子を送る会」の森田祐

和様より、更なるご支援のお願いが届いております。コロ

ナの影響で厳しい環境にあるということで、ささやかで

も世の中に役立つことをしたい、まだ使える車椅子があ

ったら捨てずに寄付をして欲しいそうです。海外の多く

の子供達が車椅子を必要としているのだということを念

頭に置いてご協力をお願いいたします。 

中澤 紀之職業奉仕委員長 

 この度、委員長をお引き受けす

るにあたって、職業奉仕とは何な

のか、先輩方のお話をお聞きした

り、手続要覧を読んで勉強するな

かで、アイ・サーブという言葉が

何度も出てきました。それは、1 人

ひとりが、各々の仕事をしている

ことが奉仕活動になっている、と

いう考え方がロータリアンにはあるということでした。

それであれば、それを皆で共有すれば本当に素晴らしい

ことだと考えました。例年ですと、どこかで職業見学をし

てから観桜例会という形を取っておりましたが、今年度

は是非、皆さんの職業を通じて感じていることを卓話で

発表していただけたらと思っています。 

1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

佐々木 稔郎青少年委員長 

 今年度の事業計画といたしま

して、①少年野球教室の開催、こ

ちらは現在開催場所を調整中で

す。②少年野球大会（ロータリー

杯）③少年柔道大会の支援④子ど

も食堂への支援とお手伝い、こち

らは 3 年目に入りまして、コロナ

の影響で2月から宅配という形を

取っています。これからも継続して頑張っていきますの

で、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 支援には目に見える支援と名前の無い支援があります。

中野会員が 1年生の女の子を毎朝学校に送っていきます。

ちょうどうちの前を通るので、よくお見かけするのです

が、本当に素晴らしい奉仕活動だと思います。今年は児童

養護施設への支援も青少年委員会としては、やっていき

たいと思っております。 

 

須田 宏樹社会奉仕・環境保全委員長 

 毎年恒例のくじら祭が今年度

は中止となってしまいました。会

長、幹事と共に何をしていこうか

と模索しております。密になって

しまう問題がありますので、地域

に対してどのような奉仕活動を

おこなうかということは、はっき

り申し上げることができません。

他のクラブでは、例会も開催していないというところも

あるそうです。社会情勢を踏まえながら、何をするのか早

急に検討していきたいと思います。1 年間よろしくお願い

いたします。 

 

成田 篤史親睦委員長 

 入会年度の若い私が委員長を

務めさせていただくというのは、

大変光栄なのですが、とても緊張

をしております。1 年間、一生懸

命やっていきたいと思っており

ますので、どうぞよろしくお願い

いたします。基本方針：会員、会

員家族皆が親しみを持って、仲良

くなるような活動を目指す。事業計画：①会長、幹事、各

委員会と連携して企画を立てる。②ニコニコ BOX の発表

を順番に行う。③クリスマス例会、親睦旅行を盛り上げる。

④上記の事柄を炉辺会議で意見交換する 



椎名 正明出席委員長 

基本方針：会員が率先して出席

していただけるような楽しい例

会の運営を目指し、出席率向上を

図る。 

事業計画：①例会での出席率の発

表。②出席率の集計を迅速化する。

③プログラム委員会との連携を

強化し、会員が率先して出席して

いただけるように例会内容を周知する。 

 なお、中村委員のアドバイスをいただきまして、本日よ

り受付にて検温を実施いたします。これも皆様が安心し

て例会に出席していただけるようにとの配慮でございま

すので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 
 

菅野 晋央広報・会報・IT委員長 

 前年度より作成中の当クラブ

紹介パンフレットを早急に仕上

げまして、より多くの皆様の目に

触れるよう、どのような場所でど

のような形で配布するのが良い

のかを、委員全員で話し合いをい

たしまして、広報活動を通じて増

強に繋げられるように努めてま

いりたいと思います。私自身、昨年 3 月に入会したばか

りで、どのようにクラブを広報していけば良いのか、不安

な部分もございますが、諸先輩方にご意見をいただきな

がら、ロータリーを知らない人達にも分かりやすく、素人

目線を忘れずに広報活動に努めてまいります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 
 

渡邉 信義奉仕プロジェクト委員長 

 ロータリーは親睦と奉仕だと

言われております。その半分を受

け持たせていただきます。4 人の

委員長が今お話されたように、非

常にやる気に満ちております。是

非、会員の皆様のご協力をいただ

きたいと思います。 

 鈴木会長からも言われました

が、よく委員の皆さんと協議をして、各委員の力をうまく

使ったうえで、やっていただくのが良いのだろうと思い

ます。奉仕プロジェクトは過去にやってきたことが多く

あります。何も考えないでやってしまえば、できてしまい

ます。それをやるとマンネリになります。是非、委員の力

を借りて、委員長の皆さんがやろうとしている奉仕活動

を実現させてください。そのアドバイスを私もできれば

と思います。委員長の皆さんと会員の皆さんと共に素晴

らしい奉仕活動ができる 1 年になることを願っておりま

す。 

●ニコニコ BOX発表  （成田 篤史親睦委員長） 
 

◎椎名会員 

尾内ガバナー補佐、織原グループ幹事 1 年間、多摩中グ

ループをよろしくお願い致します。 

 

◎内藤会員 

尾内ガバナー補佐、織原グループ幹事 今年 1 年宜しく

お願い致します。 

 

○鈴木会長 

尾内ガバナー補佐、織原グループ幹事様 お忙しい中ご

来訪ありがとうございます。本日の各委員長、基本方針、

事業計画宜しくお願い致します。 

 

○田畑幹事 

尾内ガバナー補佐、織原グループ幹事、ご来訪ありがとう

ございます。各委員長報告よろしくお願いいたします。 

○今藤会員 

ガバナー補佐尾内様、グループ幹事織原様 1 年間よろし

くお願い致します。 

 

○佐々木会員 

尾内ガバナー補佐、織原グループ幹事、御来訪ありがとう

ございます。がんばって下さい。 

 

○佐藤会員 

尾内ガバナー補佐、織原グループ幹事、ご来訪ありがとう

ございます。 

 

○中澤会員 

職業奉仕委員長をさせて頂きます。 

皆様、宜しくお願い致します。 

 

○本田会員 

尾内ガバナー補佐、織原グループ幹事の御来訪を祝して。 
 

7 月結婚記念 

指田会員・下田育立会員・中澤会員・山中会員 

 

7 月誕生記念 

宇田川会員 

 

●出席報告     （椎名 正明出席委員長） 
 

会員数   48 名 

 

出席義務会員  47 名 

 

本日の出席  32 名 

 

●次週例会予定 （柴田 智幸プログラム委員長） 
 

 
 

7 月 15 日（水） 

各委員長活動方針② 

 
 
 
 
 

●閉会点鐘          （鈴木 栄会長）

 


