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●本日の司会        （重森 元樹副SAA） 
 

 
 

●開会点鐘         （石岡 孝光会長） 
 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 
 

●本日のお客様 
 
 

米山奨学生 

姜 名信 

カン ミョンシン

さん 

 

米山奨学金授与 

 
 

 

～姜さんよりご挨拶～ 

東京都立大学の建築学科 3 年に在籍中の姜名信と申しま

す。10 年前、父の仕事の関係で来日して、8 年間岐阜県で

生活し、大学進学の為に東京に来ました。本日は皆様にお

会いできて嬉しいです。これからよろしくお願いします。 
 
 

●米山功労者 表彰 
 

 
第 4 回米山功労者 西野 勝介会員 

●会務報告         （石岡 孝光会長） 
 

 小山会員が「米寿」を迎えられました。おめでとうござ

います。地区からも記念品が届いております。 

 

 6 月 5 日（日）・6 日（月）新潟へ親睦旅行へ行って参

りました。奥様方も含めまして 25名の参加となりました。

3 年ぶりの開催となりましたが、大変楽しい旅行でした。 
 
 

●幹事報告         （岡野 景子幹事） 
 

 NPO 法人子どもへの学習支援基金より貧困家庭の子ど

もなどを対象とする活動事例の報告会開催のご案内が届

いております。 

日時：6 月 17 日（金）18：30 より 

場所：国際文化会館 

 

 地区より「第 41 回インターアクト年次大会開催のご案

内」が届いております。 

開催方法：ZOOM を利用しての開催 

開催日時：7 月 30 日（土）14 時～［ロータリアン］ 

登録料：ロータリアン 2,000 円 

 

 5 月 9 日（月）「東京武蔵国分寺ロータリークラブ創立

30 周年記念式典」がパレスホテル立川にて開催されまし

た。当クラブからは 28 名の会員が出席をいたしました。 
 

 5 月 12 日（木）・13 日（金）「2021-2022 年度国際ロー

タリー第 2750 地区 地区大会」がグランドプリンスホテ

ル新高輪にて開催されました。 

 

 5 月 23 日（月）「2021-2022 年度多摩中グループインタ

ーシティミーティング（IM）」がパレスホテル立川にて開

催されました。当クラブがホストクラブを務め、330 名の

出席で大成功に終わりました。 

 

 5 月 26 日（木）親睦委員会の炉辺会議が東中神の翠凰

楼で開催されました。 

 

 5 月 30 日（月）「第 3 回被選理事会」が昭島市市民交流

センターにて開催されました。 

 

 6 月 7 日（火）「昭島六団体連絡協議会」がフォレスト・

イン昭和館「花林」にて開催されました。引継ぎ会という

ことで、石岡会長と私、中村会長エレクトと志賀副幹事で

参加をして参りました。 
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●各委員長活動報告Ⅰ 
 
 

西野 勝介米山記念奨学委員長 

 昨年の今頃は、コロナが蔓延し

ており、1 年経ってもこのような

状況で思うように活動出来なか

ったことが残念です。米山奨学生

の運営資金はロータリアンの寄

付で全て成り立っています。本日

お越しの姜さんも、皆さんの援助

で勉学に励むことが出来ますの

で、心に決めて 1 年を歩んでください。米山功労者には、

志賀会員、成田会員、私で貢献をさせて頂きました。 

 それから、米山月間に米山奨学生・学友の卓話や地区の

米山奨学記念委員長に卓話を頂く予定でしたが、それも

出来ませんでした。活動不十分な委員会でございました。 
 
 

伊藤 満雄奉仕プロジェクト委員長 

 奉仕プロジェクトは、社会奉仕

委員会の鈴木洽六委員長、青少年

委員会の岩本委員長、職業奉仕委

員会の若杉委員長、国際奉仕委員

会の宇田川委員長の 4大奉仕の皆

さんに活躍していただきました。 

ロータリーの精神の基本は奉

仕でございますので、皆さんよく

心に刻まれて活動して頂けたと思います。 

 
 

平畑 秀東長期計画委員長 

 長期計画委員会の主な目的と

しては、名前の通り今後のロータ

リーを見据えて計画をするとい

うことですが、コロナ禍でほとん

ど活動が出来ませんでした。 

 その中で、35 周年事業の実行委

員長に鈴木栄会員が決定し、日程

に関しても再来年の 4月頃に予定

をしています。それから、例会場を今後どこにするのか探

さなくてはいけないということで、それが未だ煮詰まっ

ておりませんが、次年度は煮詰めていって皆さんと模索

していきたいと考えています。 

 
 

若杉 司職業奉仕委員長 

 活動につきましては、今年度は

コロナ禍で何も出来ませんでし

た。考えていたことは、前年度の

柴田職業奉仕委員長の時に、立川

競輪場のバンクを見学が中止に

なってしまったので、それを引き

継ごうと関係者と打ち合わせも

しました。しかし、これもやはり

コロナの関係で中止となってしまいました。次年度は、職

業奉仕委員長と協力をしてこれを実現できたら良いと思

います。 

曳地 義正増強委員長 

 先ず、結果からご報告いたしま

すと、今藤会員と椎名会員のご紹

介で西優希会員、中村会員のご紹

介で石岡純会員にご入会頂きま

した。ありがとうございました。

今年度が始まった時は、コロナ禍

で人との交流が出来ない状態で

どのように増強をしていけば良

いのか、SNS などを活用してはどうかなどと考えておりま

したが、結果的には力及ばすで残念でした。 

 
 

佐伯 勉出席委員長 

 出席委員の皆様には、例会前に

早出をし、準備をして頂き、そし

て順番に出席報告を担当して頂

きまして本当にありがとうござ

いました。今年度の例会は、コロ

ナの影響で 7 月は初例会のみ、8・

9 月は休会、そして 1・2 月は 2 回

例会がございましたが、それ以降

は休会となってしまいました。1 年の半分が休会となって

しまいましたので、年間平均出席率は約 70 パーセントと

なりました。1 日も早くコロナが終息して、皆様が安心し

て例会に出席出来ることを願っております。 

 
 

岡野 和弘プログラム委員長 

 クラブ管理運営関係の委員会

は、コロナの制約を受けまして、

年初に掲げた基本方針を達成す

るのはなかなか難しく、思うよう

にはいかなかったというのが正

直なところです。 

その中でも悔いが残りますの

は、ガバナーノミニーでもありま

す地区米山記念奨学委員長の宮崎陽市郎さんを卓話にお

呼びする調整をしていたのですが、休会の影響もあり、実

現が出来ませんでした。色々と動いてくださった関係者

の方々には、申し訳ない気持ちです。次年度は、地区米山

記念奨学委員長の卓話を実現出来ればと思います。もう

一つ悔いが残りますのは、前年度柴田プログラム委員長

から引き継いだプログラムが実現出来なかったことです。 
 
 

菅野 晋央広報・会報・IT委員長 

 事業計画に挙げた「ホームペー

ジ等を活用し、クラブ活動計画を

PR する。」ということは、活動そ

のものが少なかったので、上手く

Web を使って発信することは出

来なかったのですが、先日素晴ら

しい IMを開催し、記憶ではなく、

記録としてしっかり残すことが

出来ましたので、次年度以降もそれを見届けていただけ

ればと思っています。 

 最後にお願いですが、地区でマイロータリーの登録を

今年度推進しております。当クラブは現在 50 パーセント

程度に留まっております。ガバナー賞を頂く為には、60 パ

ーセント以上の登録が必要とのことですので、ご協力の

ほど、よろしくお願いいたします。 



●ニコニコ BOX    （指田 裕士親睦委員長） 

 

 
 

※親睦旅行（6 月 5 日・6 日） 

◎◎内藤会員 親睦旅行を祝して 

◎石岡会長 親睦旅行楽しみましょう。 

◎岡野幹事 本日はよろしくお願いします。 

  親睦旅行楽しみましょう！！ 

◎指田会員 

皆様、親睦旅行ご協力ありがとうございました。 

◎椎名会員 

親睦旅行の企画をありがとうございます。 

会員の皆様どうぞよろしくお願い致します。 

◎若杉会員 楽しい旅行ありがとうございました。 

○岩本会員 

親睦委員他の皆様、旅行の準備ありがとうございました。 

楽しませてもらいます。 

○宇田川会員 親睦旅行を祝して 

○志賀会員 親睦旅行を楽しみましょう。 

  親睦委員会ご苦労さまです。 

○重森会員 親睦旅行お疲れ様でした。 

  楽しい 2 日間でした。 

○柴田会員 親睦旅行お疲れでした。 

  指田委員長ありがとうございました。 

○鈴木栄会員 ニコニコ致します。 

○田畑会員 親睦旅行を祝して 

○中村会員  

久しぶりの親睦旅行おめでとうございます。 

楽しみにしていました。 

○渡邉会員 親睦旅行を祝して 

・石岡純会員 親睦旅行を祝して 

・寺木会員 

親睦旅行を祝して。初めて参加させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

※6 月 8 日分 

◎◎◎星野会員 先日の新潟旅行を祝し 

◎石岡会長 

各委員長様、活動報告よろしくお願いします。 

小山会員、米寿おめでとうございます。 

米山奨学生カンミョンシンさん、ようこそ。 

◎伊藤会員 親睦旅行、幹事さん御苦労様でした。 

  楽しい旅でした。 

 

 
 

◎下田会員 

3 年ぶりの親睦旅行 指田委員長そして親睦委員のご尽

力により楽しい 2日間でした。ありがとうございました。 

◎内藤会員 旅行は楽しかったです。 

  皆様ご苦労様でした。 

○小島会員 

委員長の皆様、ありがとうございました。 

○小山会員 米寿になりました。ニコニコします。 

○佐伯会員 久しぶりの親睦旅行楽しみました。 

・岡野幹事 

6 月 5 日・6 日親睦旅行お疲れ様でした。 

本日の委員長報告よろしくお願いします。 

・成田会員 ご無沙汰しております。 

  先日の IM お疲れ様でした。 

 
 

5 月結婚記念 

荒川会員・太田会員・中村会員・望月会員 

 

6 月結婚記念 

柴田会員・平畑会員 

 
 

●出席報告       （神野 次郎出席委員） 
 

 
 

会員数  49 名 

 

出席義務会員  48 名 

 

本日の出席  35 名 

 
 
 

●委員会報告       （志賀 義任副幹事） 

 

 7 月から新年度になりますが、

7 月 13 日（水）ガバナー補佐がお

見えになります。その 2 週間後の

7 月 27 日（水）がガバナー公式訪

問となり昭島 RC さんとの合同例

会になります。皆様のご出席をお

願いいたします。 

 皆様に「ロータリークラブに入

ろう」という本をお配りしました。若手会員はもちろん、

皆様お読みいただきますようお願いいたします。 

 
 

●次週例会予定 （岡野 和弘プログラム委員長） 
 

2022 年 6 月 15 日（水）18：00～ 

 IM 打ち上げ移動例会（立川トレモンテ） 

 
 

●閉会点鐘         （石岡 孝光会長） 
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IM 打ち上げ例会 立川トレモンテにて 
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