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●本日の司会        （岡野 和弘副SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘          （鈴木 栄会長） 
 
 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 
 
 

●本日のお客様 
 

東京昭島ロータリークラブ 

会長 栁 賢司様 

 

東京昭島ロータリークラブ 

幹事 平 雅徳様 

 
 

●ご挨拶  （東京昭島 RC 会長 栁 賢司様） 
 

 
 

 皆様こんばんは。2020-2021 年度会長を務めさせていた

だきます栁賢司と申します。経験が浅い中、昭島中央の皆

様にご指導いただきながら 1 年間を過ごしていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお邪

魔させていただきありがとうございます。

●会務報告          （鈴木 栄会長） 
 

 皆様、こんばんは。始めに、先

日皆様にお配りした概況書に誤

りがございましたので、訂正させ

ていただきます。先ほどお配りし

た正誤表に詳細が載っておりま

す。大変申し訳ございませんでし

た。 

 さて、先週 11 日（土）、親睦委

員会との第 1 回合同炉辺会談がございました。立川がん

こにて開催され、総勢 15名の方にご参加いただきました。

親睦委員会では、ニコニコの発表順、委員会活動予定、親

睦旅行の件について、広報・会報・IT 委員会では、新会員

勧誘の際のパンフレット作成の件について会談がおこな

われました。新会員の重森さんには初参加をいただき、皆

様と和やかにお話をされていらっしゃいました。2 次会に

も参加していただき、遅くまでありがとうございました。

今週は青少年委員会、増強委員会合同の炉辺会談が 17 日

（金）に翠凰楼にて開催されます。また、29 日（水）に

は、国際奉仕委員会、職業奉仕委員会の炉辺会談が予定さ

れております。 

 伊藤会員より少年柔道大会の中止のご連絡をいただき

ました。理由といたしましては、学校の休校による練習不

足と組手、寝技等による感染リスクを鑑みた結果という

ことでございました。今後、プログラム委員会と炉辺会談

をおこない、プログラムの組み換えを検討いたします。 

 各委員会の事業の予定がなかなか立てづらい状況です

が、1 年間よろしくお願いいたします。 

 
 

●幹事挨拶         （田畑 勝久幹事） 
 

 今年度の会員名簿の作成に取

り掛かっております。住所、電話

番号等、変更がございましたら、

明日までに事務局へご連絡をお

願いいたします。 

 

 ロータリー囲碁同好会より「第

19 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：2020 年 10 月 3 日（土）09：30 登録受付 

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、賞品第等含む） 

 

 本日より受付に豪雨義捐金の募金箱を設置しておりま

すので、ご協力よろしくお願いいたします。 

2020 年（令和 2年）7月 15 日（水） 

第 1484回例会報告 

 



●新年度各委員長 活動方針Ⅱ 
 

中野 勝夫増強委員長 

基本方針：経済の低迷で先行き

が不安定、不透明な時代が続くこ

とと思われます。このような厳し

い世相の中で、会員の増強と退会

者の防止を推し進めていきたい。 

事業計画：会員の各位から情報を

いただき、それを増強委員がフォ

ローして、増強につなげられるよ

う、活動していきます。 

 前年度増強副委員長を経験いたしまして感じたことは、

増強委員が一生懸命増強に取り組むことはもちろん、会

員一人ひとりが増強委員になったつもりで、情報を委員

会へあげていただければと思います。コロナの影響で対

面して話をするということのハードルが高くなっており

ますが、種をまかなければ芽は出ませんので、しっかり種

をまいておきたいと思います。 

 前年度、重森会員に入会していただいたので現在会員

48 名、あと 2 名で 50 名という状況です。何とか 50 名を

突破できればと思っております。 

 どうぞ 1 年間よろしくお願いいたします。 

 
 

岡野 和弘情報委員長 

事業計画：①会員候補者にロー

タリークラブ会員の特典と責務

に関する情報を提供する。②会員

にあらゆるロータリーの歴史、綱

領、活動に関する情報を提供する。

③入会後最初の 1 年間、新会員の

オリエンテーションを監督する。 

こちらに挙げましたのは、本ク

ラブの細則に規定されていることです。この規定の在り

様から私が考えた基本方針は、「会員及び会員候補者に対

してロータリークラブの有益な情報を提供し、もって会

員のロータリークラブ活動がより有意義なものになるこ

とを目指すとともに、会員の増強を目指す。会員の増強に

あたっては増強会員とも協力する。」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。 

 
 

佐藤 義弘 SAA 

 SAA（会場監督）と言いますの

は、Sergeant at Arms を日本語に

訳したものです。本来は守衛とい

う意味だそうです。日頃、SAA は

タスキを掛け、お客様を迎え、配

席をして、例会の司会をいたしま

す。その他に何か仕事はあるのか

と思い、調べたものを皆さんにお

配りしました。「理事会メンバーを超越した、例会場にお

ける最高の権限を持つ執行機関の役員である。」など、か

なり重要な役割であるということが分かりました。 

 本方針に挙げました通り、例会場の秩序を保ち、厳粛か

つ円滑な運営を心掛けるということが主眼だと思います。

会員の皆様には、例会時の私語を謹んでいただく、雑音を

立てないようにする、時間厳守、などをお願いする立場で

はないかと思います。プログラム、出席、親睦の各委員会

と連携を取りながらやってまいりたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

伊藤 満雄米山記念奨学委員長 

 米山というのは、日本のロータ

リーの独自の制度です。寄付金に

よって、奨学生を受け入れており

ます。皆様のご協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 世の中が不景気ですので大変

なところもございますが、1 口 10

万円、最低でも3万円（準功労者）

のご寄付をお願いいたします。初代会長には、メジャード

ナーということで 100 万円以上のご寄付をいただいてお

ります。他の会員の皆様もよろしくお願いいたします。 

 
 

今藤 貫徳クラブ管理運営委員長 

 コロナ禍において色々なこと

が変化しております。テレワーク

を取り入れている企業は 50 パー

セント以上だそうです。その中で

当クラブにおいても、なかなか変

わるということは大変ですが、こ

の機会にチャレンジしても良い

のかなと思っております。 

 まずは、スマートフォンをお持ちであれば、マイロータ

リーへ登録が可能です。そこから始めて、ズームによる例

会への参加を含めたハイブリット型などにチャレンジし

てはいかがと思います。もしかすると、遠方の方でもこち

らへ来ずに参加できるとなれば、増強にもつながるかも

しれません。少なくとも出席率の向上には寄与すると思

います。少しづつ慣れていって、最初のアプリケーション

の登録は皆で手伝ってまいりますので、是非 1 年間楽し

みながら進めていただけたらと思います。ご協力をどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 
 

本田 征勇長期計画委員長 

 基本方針：新型コロナウイルス

による社会環境変化に対する、ロ

ータリー活動の在り方を模索す

る。事業計画：①クラブ運営方法

を模索する。②奉仕活動方法を模

索する。 

 運営についても、奉仕について

も、今までとは変わって、ロータ

リー創設以来の初めての変革の時ではないかと思います。

その中で少しでも、長期計画の中で、どのような方法があ

るのか、委員の皆様と一緒に勉強しながら考えて、クラブ

を発展させていきたいと思います。会員の皆様にももう

一度、クラブの在り方について見つめ直していただけれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  



内藤 征一青葉会委員長 

 青葉会とは何かと申しますと、

入会 3 年未満の方が入ります。情

報委員会の下にありますので、情

報委員会のメンバーと一緒に親

睦の炉辺をやろうかと考えてお

ります。その時にロータリーにつ

いて学ぶ勉強会ができれば良い

と思います。いつやるのかは、岡

野情報委員長と相談をして早い時期に決めたいと思いま

す。決定しましたらご出席よろしくお願いいたします。 

 当クラブでは入会時に、ロータリーの案内冊子をお渡

ししますが、分かりづらいところもありますので、10 年

くらい前に「新会員のオリエンテーション」という本で勉

強をしましたので、こちらを使って勉強会をやろうかと

考えております。 

 
 

柴田 智幸プログラム委員長 

 今年度の鈴木年度は、始まりが

7 月 1 日で、終わりは 6 月 30 日

で 1年間フルに例会がございます。

また、コロナで諸事業が中止とな

りまして、会場で例会をする機会

が多くなりますので、ネタ切れを

してしまわないか心配しており

ますが、皆様が楽しく参加できる

例会、お客様がロータリーに入会したいと思えるような

増強に役立つ例会を心掛けて、1 年間やっていきたいと思

っております。皆様の中で何か提案があれば、何なりと言

っていただいて、皆様にとって良い例会を作っていきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

●ニコニコ BOX発表  （宇田川 泰弘親睦委員） 
 

◎東京昭島ロータリークラブ 

会長 栁 賢司様 

幹事 平 雅徳様 

 

本日は例会にお邪魔させていた

だき、ありがとうございます。鈴

木会長、田畑幹事、1 年間宜しく

お願い申し上げます。

 

○鈴木会長 

栁会長、平幹事様お忙しい中ご来訪ありがとうございま

す。又、各委員長様、本日の基本方針、事業計画発表宜し

くお願い致します。 

 

○田畑幹事 

栁会長、平幹事、御来訪ありがとうございます。 

 

○伊藤会員 

各委員長、御苦労様です。 

 

・岩本会員 

栁会長、平幹事、本日はようこそおいで下さいました。 

 

・中澤会員 

栁先輩、平先輩、本日はありがとうございます。 

 

・若杉会員 

2 週に亘り、各委員長の皆様 1 年間盛り上げて下さい。 

 
 

●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  34 名 

 
 
 

 
 

●次週例会予定 （柴田 智幸プログラム委員長） 
 
 

7 月 22 日（水） 

新会員卓話（重森 元樹新会員） 

 
 

●閉会点鐘          （鈴木 栄会長）

 


