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●本日の司会        （小島 弘明 SAA） 
 

 
 

●開会点鐘         （石岡 孝光会長） 
 
 

●国歌・ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 
 

●会務報告「1 年を振り返って」 （石岡 孝光会長） 
 

 言うことは 1つしかございませ

ん。岡野幹事、内藤副会長をはじ

めとする理事、役員の皆様、会員

の皆様、事務局の羽鳥さん、1 年

間ありがとうございました。皆さ

んの支えがありまして、何とか 1

年間乗り切ることが出来ました。

感謝申し上げます（涙） 

 
 

●クラブへの各種表彰 
 

 
 

・石岡会長への感謝状 

・ロータリー財団寄付特別賞 3 部門達成クラブ 

・「クラブ戦略計画」賞 

・ロータリー奉仕デー賞 

・奉仕の心でつながりま賞 社会奉仕部門 1 件 

・My Rotary60％登録 

●新会員入会式       （石岡 純新会員） 
 

 
 
 

●幹事報告「1 年を振り返って」 （岡野 景子幹事） 
 

微力ですが、石岡会長のサポート

役として過ごせたような気がし

ます。自分の勉強にもなり、少し

成長したと思います。会員の皆様

にはご協力を頂き本当にありが

とうございました。 

石岡年度の 1 年のあゆみをご報

告させて頂きます。7 月 7 日（水）

に初例会を開催いたしました。その後、コロナの影響で例

会がなかなか開催出来なかったのですが、9 月に再開をし

まして、9 月 12 日（日）ロータリー奉仕デーとして多摩

川清掃を理事と社会奉仕委員会で行いました。また月が

空いてしまいましたが、11 月 10 日（水）紅葉狩り例会を

開催いたしました。11 月 25 日（木）三浦ガバナーの公式

訪問（昭島 RC との合同例会）も無事に開催することが出

来ました。それから今回頂いたガバナー賞「奉仕の心でつ

ながりま賞」の事業である「入院している子どもと家族に

笑顔を送ろう PJ」に協賛をいたしました。 

12 月 8 日（水）クリスマス例会、1 月 12 日（水）の新

年初例会と無事に開催することが出来ました。野球教室

は開催出来ず残念でしたが、2 月 13 日（日）に理事と青

少年委員会とで第 22回東京昭島中央ロータリー杯争奪大

会を開催いたしました。3 月 23 日（水）「第 9 回奉仕のつ

どい」にて鈴木洽六社会奉仕委員長が発表を行いました。

4 月 27 日（水）3 クラブ合同例会開催、5 月 12 日（木）・

13 日（金）地区大会参加、5 月 23 日（月）インターシテ

ィミーティング開催いたしました。6 月 5 日（日）・6 日

（月）には新潟へ親睦旅行へ行って参りました。 

 

 6 月 25 日（月）東京中央ロータリークラブ所属の太田

嘉正様より社会奉仕事業に賛同して頂き、町田おかしの

家へ使わなくなったパソコンを送って頂きました。6月 28

2022 年（令和 4年）6月 29 日（水） 

第 1539回例会報告 

 



日（火）目黒雅叙園にて「第 3 回クラブ会長幹事会」が行

われ、今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事、石岡会長と

私で出席をして参りました。 

 

※今年度当クラブの社会奉仕事業に対して、社会福祉法

人愛の鈴「町田おかしの家」より感謝状を頂きました。 

 

 
 
 

●委員長活動報告（須田 宏樹ロータリー財団委員長） 
 

当クラブは年次基金、恒久基金、

ポリオプラスの 3つの寄付を達成

いたしました。皆様方に感謝を申

し上げます。私は地区のロータリ

ー財団委員会に出向しておりま

して、次年度資金推進副委員長を

仰せつかっております。今年度は

この 3 大寄付をしたクラブ数が

55 クラブ以上あり、今までで最高ということでした。本

日、今井資金推進委員より 140 万ドル以上の寄付を達成

ということで、昨年度を上回ったという報告がございま

した。皆様、ご協力ありがとうございました。 

●出席報告        （佐伯 勉出席委員長） 
 

 
 

会員数  49 名 

 

出席義務会員  48 名 

 

本日の出席  39 名 

 
 
 

●委員会報告     （内藤 征一 PP 会会長） 
 

パスト会長会より報告がござい

ます。2024-2025 年度の会長を推

薦したいと思います。田畑勝久会

員です。皆様、いかがでしょうか。

（拍手）それでは、よろしくお願

いいたします。 

 
 

 
 

●次週例会予定（若杉 司次年度プログラム委員長） 
 

 
 
 
 

2022 年 7 月 6 日（水）18：30～ 

 「2022-2023 年度初例会」 

 
 
 

 

●閉会点鐘         （石岡 孝光会長） 

 

 

   

 

   

 



 

●ニコニコ BOX （指田 裕士親睦委員長・宇田川 泰弘親睦副委員長） 

 

 

 

 

 

◎◎◎星野会員 石岡、岡野年度 最終例会を祝し 

◎◎内藤会員 会長、幹事 1 年間ご苦労様でした。 

◎石岡会長 岡野幹事、会員の皆様、事務局の羽鳥さん、1 年間ありがとうございました。感謝いたします。 

◎岡野幹事 石岡会長、理事役員の皆様、1 年間ありがとうございました。 

リアルで最終例会ができたこと、とても嬉しいです。石岡会長お疲れ様でした。 

◎伊藤会員 みなさん 1 年間ご苦労様でした。 

◎小島会員 石岡会長、岡野幹事、1 年間お疲れ様です。 

◎佐藤会員 石岡会長 岡野幹事年度の最終例会を祝して。お世話になりました。 

◎鈴木会員 石岡会長、岡野幹事 1 年間大変おつかれ様でした。 

◎曳地会員 会長、幹事お疲れさまでした。 

◎平畑会員 石岡会長、岡野幹事、1 年間御苦労様でした。 

◎西野会員 石岡会長、岡野幹事の有終の美に乾杯！！ありがとうございました。 

◎渡邉会員 石岡会長、岡野幹事、1 年間ご苦労様でした。 

○石岡純会員 石岡会長、岡野幹事 1 年間大変お疲れさまでした。 

○今藤会員 石岡会長、岡野幹事 1 年間おつかれ様でした。そしてありがとうございました。 

○宇田川会員 石岡会長、岡野幹事 1 年間おつかれ様でした。 

○太田会員 石岡会長、岡野幹事、1 年間お疲れさまでした。 

○岡野和弘会員 最終例会を祝して。石岡会長、岡野幹事 1 年間お疲れ様でした。 

○菅野会員 石岡会長、岡野幹事 1 年間おつかれ様でした。 

○北島会員 石岡会長、岡野幹事 1 年間お疲れ様でした。 

○小山会員 会長、幹事ご苦労様でした。 

○佐伯会員 石岡会長 岡野景子幹事 1 年間お疲れ様でした。 

○佐々木会員 1 年間ありがとうございました。 

○指田会員 石岡会長、岡野幹事 1 年間本当におつかれ様でした。 

○志賀会員 石岡会長、岡野幹事、会員の皆様、1 年間お疲れ様でした。 

○重森会員 石岡会長、岡野幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○柴田会員 石岡会長、岡野幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○鈴木洽六会員 石岡会長、岡野幹事、役員の皆様 1 年間本当に御苦労様でした。 

○田畑会員 会長、幹事、1 年間ありがとうございました。 

○中澤会員 皆様 1 年間おつかれ様でした。来年度も宜しくお願い致します。 

○中村会員 最終例会を祝して。石岡会長 1 年間大変御苦労様でした。 

次年度もバックアップよろしくお願い致します。 

○本田会員 石岡会長、岡野幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○若杉会員 石岡会長、岡野幹事 1 年間ご苦労様でした。 

・成田会員 会長、幹事、1 年間おつかれ様でした。 


