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●本日の司会       （渡邉 信義副 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘         （石岡 孝光会長） 
 
 

●国歌・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 
 

菊華会 会主 工藤 菊華様 

 
 

●各種表彰 
 

 
ポール・ハリス・フェロー メジャードナー 

（クリスタル盾、襟ピン、ペンダント）及び 

ポール・ハリス・フェロー ＋8（認証バッヂ） 

星野 宗保会員 
 

 
ポール・ハリス・フェロー +1（認証バッヂ） 

鈴木 栄会員 

 
第 1 回米山功労者（感謝状） 

成田 篤史会員 
 
 

●半年を振り返って     （石岡 孝光会長） 
 

 実は私、今年が年男でして、来

週から「年男、大いに語る」とい

うことで卓話がございます。そち

らについては、何を話そうかと考

えていたのですが、今日の「半年

を振り返って」というテーマにつ

いては、すっかり抜けていてまと

まりのない話になってしまいま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 正直なところ、何も出来ていないのにもう半年かとい

うのが感想です。一昨年の 12 月からグループ協議会など

に参加をし、3 月には PETS を受講して、地区の研修やセ

ミナーにも参加をしました。6 月には昭島中央の歴史を作

ってくださった会員の皆様に、ご挨拶に周りました。その

頃にはこのようなクラブ運営をしようと、自分なりに

色々考えていたわけですが、新年度の初例会をやってす

ぐに、緊急事態宣言が発令され、3 ヶ月休会となりました。

くじら祭の中止は事前に決定していましたが、その他に

も柔道大会や青少年野球教室などの継続事業も、中止せ

ざるを得なくなりました。 

 自分の中では、どうしようという焦りの気持ちがどん

どん大きくなり、コロナ禍の若杉会長や鈴木会長もご苦

労されたかと思いますが、自分もそれを実感として感じ

るようになりました。しかし、ここで止まっている訳には

いきませんので、1 歩でも 2 歩でも前にという思いで、9

月のロータリー奉仕デーには理事の皆さんにお声掛けし

て、多摩川クリーン作戦を実施いたしました。また、国際

奉仕委員の皆さんと有志の会員で車椅子の整備を行った

り、鈴木洽六社会奉仕委員長からご提案いただいた、町田

おかしの家の障がい者の方々の自立・就労支援のための

パソコンの回収事業を行いました。また、今藤ガバナー補

佐からご提案いただいたドナルドマクドナルドハウスへ

のクリスマスプレゼント寄贈を実施いたしました。 
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 とにかく何かをやらないと、という思いで活動してき

ましたが、冷静になって考えてみると、少し自分が思って

いたものとは違うなと感じます。くじら祭のように皆で

同じ目標に向かって、何かをやって得られる感動や充実

感をまだ味わっていませんので、何も出来ていないとい

う気持ちが強いです。ここへきて、ようやくロータリーら

しい活動が出来ると思ったのも束の間、この 3 週間で状

況が一変しました。それでも残りの半年が終わった時に

は、本当に頑張ったと皆が言えるようにしていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

●幹事報告         （岡野 景子幹事） 
 

 
 

 地区より『ロータリーの友』女性会員の声アンケートの

お願いが届いております。結果は『ロータリーの友』に掲

載する予定です。女性会員の方はご協力よろしくお願い

いたします。 

 
 

対象：日本のロータリークラブの女性会員 

実施期間：2021 年 12 月 22 日～2022 年 1 月 15 日 

 

 東京世田谷南ロータリークラブより「創立 50 周年記念

式典」のご案内が届いております。 

日時：2022 年 3 月 8 日（火）午後 3 時 30 分より登録 

午後 4 時～5 時 35 分式典 

午後 5 時 50 分～7 時 45 分記念公演並びに晩餐会 

場所：セルリアンタワー東急ホテル 

登録料：20,000 円 

 

 東京品川中央ロータリークラブより会長交代のお知ら

せが届いております。 

 

 「バギオだより」が各会員のアドレスに送付されており

ますので、是非ご一読ください。 

 

 4 月 24 日(日)・25 日(月)に開催を予定しておりました 

「International RYLA」は開催中止が決定いたしました。 

 

 東京麻布ロータリークラブの片岡婦美江様より 12月に

行われた「入院している子どもと家族に笑顔を贈ろう PJ」

の御礼と報告書が届いております。 

 

●出席報告       （志賀 義任出席委員） 
 

 
 

会員数  48 名 

 

出席義務会員  47 名 

 

本日の出席  39 名 

 
 
 

●委員会報告 
 

鈴木 洽六社会奉仕委員長 

 社会奉仕委員会として、中間報

告と御礼を申し上げます。皆様に

社会福祉法人愛の鈴就労継続支

援 B 型事業所による古くなった

PC や携帯電話等のご提供につい

てでございますが、1 月 10 日現在

で 8人の方にご協力いただきまし

た。ありがとうございます。ご提

供いただいた皆様にはデータ消去証明書を発行しており

ます。 

 引き続きご協力をお願いいたします。 

 

佐々木 稔郎青少年委員 

 昨年 12 月に子ども食堂のクリ

スマス会には 92 名の参加があり

ました。弁当、おもちゃ、お菓子

などに子供達は非常に喜んでお

りました。中村会長エレクトの奥

様にお手伝いに来ていただき、ま

た今藤ガバナー補佐より米 30 キ

ロをいただきました。 

 今月に入りまして、中野会員と私で双葉園へ行き、お正

月のお年玉ということで、子供達へお菓子とおもちゃを

を配りました。 

 
 

●次週例会予定 （岡野 和弘プログラム委員長） 
 
 
 

2022 年 1 月 19 日（水） 

卓話「年男大いに語るⅠ」 

曳地 義正会員、荒川 義昭会員 

 
 
 

 

●閉会点鐘         （石岡 孝光会長）

   



 

   

 
 
 

●ニコニコ BOX   鈴木 洽六親睦委員 

 

◎◎◎星野会員 新年初例会を祝し 

◎石岡会長 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

  菊華会会主 工藤菊華様ご来訪ありがとうございます。 

◎佐藤会員 初例会を祝して 

◎椎名会員 新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。 

◎下田会員 あけましておめでとうございます。 

◎鈴木会員 新年初例会を祝しまして 会員皆様 本年もよろしくお願い致します。 

◎内藤会員 新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 

◎西野会員 新年初例会に乾杯！！ 

○岡野幹事 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 

○今藤会員 皆様明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い致します。 

○宇田川会員 新年の初例会を祝して 

○太田会員 新年初例会おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

○菅野会員 明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

○北島会員 新年初例会の開催おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 

○佐伯会員 新年初例会を祝して 

○佐々木会員 新年おめでとうございます。今年も楽しくやりましょう。 

○指田会員 新年明けましておめでとうございます。初例会を祝して！ 

○志賀会員 新年初例会を祝して 

○柴田会員 初例会おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 

○田畑会員 新年明けましておめでとうございます。 

○中澤会員 おめでとうございます。本年も皆様よろしくお願い致します。 

○中村会員 令和 4 年初例会を祝して！！ 

○成田会員 新年例会を祝して。 

○曳地会員 新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 

○本田会員 本年も宜しくお願い致します。年賀状を頂いた皆様、ありがとうございます。 

○若杉会員 新年初例会を祝して。 

○渡邉会員 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

・重森会員 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

・鈴木洽六会員 明けましておめでとうございます。石岡会長、岡野幹事、あと半年頑張ってください。 

  応援しております。 

 


