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●本日の司会

●開会点鐘

（成田 篤史副 SAA）

（石岡 孝光会長）

042-544-1001

FAX

042-544-1002

●各種表彰

内藤 征一会員
ポール・ハリス・フェロー ＋2（認証バッヂ）

● 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
今藤 貫徳会員
ポール・ハリス・フェロー +6（認証バッヂ）
第 1 回米山功労者（感謝状）

池谷 栄一様
宋 謹衣様

（東京国立白うめロータリークラブ）
（横浜旭ロータリークラブ）

～池谷様よりご挨拶～
本日はお招きいただきましてありがとうございます。
先日は、うちのバスで久しぶりの旅行を皆様楽しまれた
かと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

ポール・ハリス・フェロー
●幹事報告

●会務報告

（石岡 孝光会長）
6 月 16 日（木）情報委員会、青
葉会、職業奉仕委員会の合同炉辺
会議を 成田会 員の お店で 開催い
たしました。青葉会の方達が、熟
練の会 員の皆 さん に色々 な質問
をしておりまして、悩みながらも
答えていらして、すごく勉強にな
ったよい機会でした。

椎名 正明会員
（認証状＋バッヂ）
（岡野 景子幹事）

地区より「2022 年度規定審議会
クラブと地 区に関す る重要な 変
更について」お知らせが届いてお
ります。資料が事務局にございま
すので、ご覧になりたい方は、お
問い合わせをお願いいたします。
本日の例会終了後、理事会を開
催いたしますので、理事の方々は
ご出席をお願い致します。

●各委員長活動報告Ⅱ
鈴木 洽六社会奉仕委員長
2022 年 3 月 23 日（水）今藤ガ
バナー補 佐と椎 名グル ープ幹 事
のご指名によって、第 9 回奉仕の
つどいの 発表の 録画を して参 り
ました。本日はその発表を再現さ
せていただきます。
（一部抜粋）

いただきました。
本来であれば、会員全員で活動を行う予定でしたが、コ
ロナの影響で、人数を制限して活動を行いました。1 年間、
ご協力ありがとうございました。

小島 弘明 SAA
本年度は SAA として、石岡会長
がやりやすい例会を目指して秩
序を主に考え、SAA のメンバーを
PP の方達を含めて構成しました。
例会回数が少なかったこともあ
り、勉強会は出来ませんでしたが、
それでも若手の方達には色々質
問もして頂き、重森会員には毎回
1 時間前に来場して準備をして頂きました。このまま、残
り 1 回の例会も頑張って頂きたいと思います。よろしく
お願いいたします。残念だったことは、コロナの影響で地
区の協議会に SAA が無かったことです。
1 年間ありがとうございました。

本田 征勇クラブ管理運営委員長

岩本 勝宏青少年委員長

今年度会長が掲げたテーマ「育
てよう奉仕のこころ・地域の輪」
はクラブの輪が土台となるべき
と考えまして、それを基本方針に
挙げさせて頂きました。コロナの
影響で、例会もあまり開催出来ず、
委員会の活動もやっと最近出来
るようになり、何回か炉辺会議に
参加をいたしました。先日の炉辺会議で、若手の会員から
ロータリーに対する様々な質問がなされていまして、そ
の時、新しい人達のロータリーを見る目という物の一端
を垣間見ました。そこで次年度へ向けての提案として、ロ
ータリーへの理解をより深めるために、質問を入れられ
る目安箱のようなものを設置してはどうかと思います。
ご検討宜しくお願いいたします。

今年度の活動は、12 月の野球教
室をメイン に考え ていた のです 渡邉 信義情報委員長
今振り返ってみますと、コロナ
が、コロナの影響で中止となって
を言い訳 にし てサボ ってし まっ
しまい、会員の皆さんと一緒に活
たなとい うの が実際 のとこ ろで
動出来なかったことは、とても残
す。何も出来ませんでしたが、や
念です。ロータリー杯は、何とか
っと動けるようになったので、青
開催できましたが、会長幹事他、
葉会と一 緒に 熟年の メンバ ーと
数名の皆さ んでの 参加と なりま
新メンバーと膝を突き合わせて、
した。次年度は野球教室が再開出来ると思いますので、そ
色々なこ とを 聞いて はどう かと
の時は次年度委員長に協力をして、一生懸命やりたいと
いうことで炉辺会議を開催いたしました。普段の例会で
思います。
は聞けないようなことを、炉辺会議の雰囲気ですと、不思
議と聞くことが出来るわけです。その場で分かることは、
宇田川 泰弘国際奉仕委員長
今年度の補助金申請にあたり、 お答えしましたが、分からなかったことは、是非、今日分
私は全く何も分かりませんでし かる方が居ればお答えいただきたいと思います。
たので、前委員長の指田会員、事
務局の羽鳥さんにお手伝いいた 指田 裕士親睦委員長
1 年間、皆様のご協力を持ちま
だき、無事申請が認可され、子ど
して親睦委員長を務めることが
も用車椅子をパラグアイへ送る
出来ました。年初に挙げた事業計
事業を行うことが出来ました。
画を見返してみますと、計画通り
10 月 24 日、
「海外へ子ども用
に進んだかと思います。ニコニコ
車椅子を送る会」会長の森田様と共に、倉庫にて車椅子の
の発表に関しましても、ほぼ全委
整備及びクリーニングを行いました。10 月 29 日、整備を
員の皆さんにお手伝いをして頂
終えた車椅子を羽村の倉庫へ移動し、3 月 1 日、コンテナ
きました。本当にありがとうござ
積み込みを行いパラグアイへ向けて発送いたしました。
その時に、パラグアイ大使がお見えになり、感謝の言葉を いました。

出来なかった事業もございますが、親睦委員会の 2 大
事業であるクリスマス例会と親睦旅行は計画・実行が無
事に出来ました。このような時期だからこそ、親睦が大切
と思い、炉辺を開きながら 1 年間やって参りました。
本日お越しの萩観光さんには親睦旅行で大変お世話に
なりありがとうございました。

○本田会員
IM 成功を祝して。若杉実行委員長始め実行委員の皆様ご
苦労様でした。

成田 篤史青葉会委員長

・指田会員

活動 はほと んど何 もし ており
ませんが、青葉会は何を以って活
動かと考えた時に、全ての例会、
事業に 積極的 に参加 する ことで
はないかと思います。コロナの影
響で難 しい部 分もご ざい ました
が、最後に渡邉情報委員長と炉辺
会議を開くことが出来まして、大
変楽しく、勉強になる機会が設けられて良かったと思い
ます。

●ニコニコ BOX

（中澤 紀之親睦委員）
※6 月 15 日分
◎◎◎下田会員
IM 大成功でした。スタッフの皆様
お疲れ様でした。
22 日と最終の 29 日は仕事の都合
で欠席します。

◎石岡会長
IM 大成功でした。皆様お疲れ様でした。
◎伊藤会員

おめでとうございます。

◎今藤会員
皆様のご協力のおかげ様で、IM が無事に行われました。
成功！どうもありがとうございました。

○渡邉会員
IM の成功を祝し、打ち上げを楽しみましょう。

・鈴木洽六会員
インターシティミーティングおつかれさまでした。
ニコニコ致します。
・須田会員
移動例会を祝して。IM お疲れ様でした。
・成田会員

◎内藤会員
今年度も終わりに近いですね。宜しくお願い致します。
○岡野幹事
東京国立白うめロータリークラブの池谷さん、宋さん親
睦旅行では大変お世話になりました。委員長の皆さん、委
員会報告よろしくお願いします。
○伊藤会員

●出席報告

◎内藤会員
今藤さん 今年度ありがとうございます。

○岡野和弘会員

IM の成功を祝して。

○菅野会員

IM お疲れ様でした。

●次週例会予定

（鈴木 栄出席委員）

会員数

49 名

出席義務会員

48 名

本日の出席

34 名

（岡野 和弘プログラム委員長）

2022 年 6 月 29 日（水）18：30～
「2021-2022 年度最終例会」

○北島会員
IM 大変お疲れ様でした。今日は盛り上がりましょう。
○中野会員
今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事、若杉実行委員長は
じめ委員の方々お疲れ様でした。滝野さんようこそ。

各委員長、ご苦労様です。

・指田会員
池谷様、宋様、本日はようこそいらっしゃいました。
親睦旅行本当にありがとうございました。

IM の大成功を祝して

○岡野幹事
今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事、IM 実行委員長は
じめ実行委員の皆様お疲れ様でした。

IM お疲れ様でした。

※6 月 22 日分
◎石岡会長
各委員長様、活動報告よろしくお願いします。池谷様、宋
様、親睦旅行ではお世話になり、ありがとうございました。

◎椎名会員
皆様、IM のご協力を本当にありがとうございました。
地区で 1 番の IM を開催できました。
◎志賀会員

IM の大成功を祝して。

●閉会点鐘

（石岡 孝光会長）

