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●本日の司会        （中野 勝夫 SAA） 
 

 
 

●開会点鐘         （中村 重昭会長） 
 

 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

 
ソングリーダー 指田 裕士副幹事 

 

●本日のお客様 
 

 
 

 
 

東京武蔵国分寺 

ロータリークラブ 

会長 浅川 直行様 

 
 

●新旧会長幹事バッヂ交換 
 

 

●前会長幹事へ感謝状及び記念品贈呈 
 

  
 
 

●2021-2022年度 皆出席者記念品贈呈 
 

 
石岡 孝光会員・今藤 貫徳会員・岡野 景子会員 

菅野 晋央会員・小山 寿会員・佐伯 勉会員 

指田 裕士会員・椎名 正明会員・志賀 義任会員 

重森 元樹会員・鈴木 洽六会員・内藤 征一会員 

中村 重昭会員・星野 宗保会員・本田 征勇会員 

渡邉 信義会員 

 

 

●地区委嘱状授与 
 

  

2022 年（令和 4 年）7月 6日（水） 

第 1540回例会報告 

 



今藤 貫徳 奉仕プログラム委員会 副委員長 

R 財団委員会・資金推進委員 

 

須田 宏樹 R 財団委員会 

資金推進委員会副委員長 

 

椎名 正明 R 財団委員会 

ロータリー平和フェローシップ委員 

 

 

●新年度所信表明      （中村 重昭会長） 
 

 まず初めに、国際ロータリーの

今年度のテーマについてご説明

させていただきます。シンボルマ

ークの丸い部分は人々のつなが

りを示します。周りの 7つの点は、

人でありロータリーの 7つの重点

分野を表しています。そして北斗

七星のように先導する光を表し

ているそうです。緑色の横棒は、困難に立ち向かう時に乗

り越える為の道具です。2022-23 年度の初の女性会長、ジ

ェニファーE ジョーンズさんがこのように掲げました。私

なりに解釈をしました内容を概況書に掲載いたしました。 

次に、RI テーマの下、第 2750 地区富澤ガバナーは「ロ

ータリーを広げよう」をテーマに掲げました。実は、ここ

3 年の間で世界で 32,000 人の会員が減少しています。日

本全 34 地区では 2 年間で 4,300 名の会員が減少していま

す。ガバナーは 10 年後のロータリーを見据えて欲しいと

訴えています。2024年の 6月末までに地区会員数を 4,563

名から 5,000 名に会員増強していくことを目標とされて

います。色々な重点項目が示されておりますが、やはり現

在もっとも重要なのは、会員増強であることを私も PETS

で思い知らされました。 

 当クラブの今年度のテーマは「ヤル気と情熱で新しい

仲間を増やそう！！よい奉仕をするために！」とさせて

頂きました。題目をただ唱えるだけではなく、単年で終わ

らせないよう 3 年スパンで取り組んでいきたいと思いま

す。これは前年度の三浦ガバナーからの思いでもござい

ます。会員増強委員長だけに任せるのではなく、会長幹事、

そして会員の皆様のご協力を得ながら何とか進めて参り

たいと思います。7 月 1 日現在の会員総数は 48 名です。

これをこの年度で 55 名に増強したいと思います。増やす

ことも必要ですが、退会者を無くすことも重要になりま

す。その為にも会員の卓話で会社アピールをしていただ

くようにしたいと思います。やはり会社がままならない

のに、奉仕と言ってもそれは無理だと思います。 

 それから、前年度に会員数分購入していただいた「ロー

タリークラブに入ろう」という書籍がございますが、こち

らは PETS の教材として使用されたものです。私はこれを

読んで、ロータリーが少し身近に感じられました。私は 8

年目ですが、分からないことが沢山あり、今回志賀幹事と

一緒に勉強して、色々なことを知り、理解をしました。で

すから、5 年未満の会員さんを中心に勉強会を開いて、皆

さんがロータリーをもっと知って頂けるよう協力したい

と思います。 

 これらの目標は、私だけの力ではどうにもなりません。

どうぞこの 1 年間、よろしくお願いいたします。 

●幹事挨拶         （志賀 義任幹事） 
 

 私、ロータリー歴は今年でちょ

うど 10 年となりました。今まで、

社会奉仕、国際奉仕、出席、SAA と

色々な委員長は経験したのですが、

この度幹事という大役を中村会長

から仰せつかりまして、お引き受

けをしました。ここへ来て身震い

をする思いです。中村会長と何度

も話し合いを重ね、会長の思いも段々熱くなっていき、二

人でクラブの為に 1 年間全力を出し切ろうと気持ちを決

めました。 

 どうぞ会員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 6 月 27 日（月）2022-23 年度「第 1 回地区公共イメー

ジセミナー」が JP タワー ホール＆カンファレンスにて

開催され、岡野和弘広報会報 IT 委員長と私で出席をいた

しました。2750 地区のホームページをリニューアルし、

そこからメイクアップの検索が出来るようになりました。 

 

 多摩中グループ例会変更の案内が多数届いております。

メイクをする際は、事務局まで事前に確認をお願いいた

します。 

 

本日の例会前に出席委員会の炉辺会議を開催いたしま

した。 

 

本日、皆様に今年度の概況書をお配りいたしました。 

 
 

●出席報告      （鈴木 洽六出席委員長） 
 

 

会員数  48 名 

 

出席義務会員  47 名 

 

本日の出席  41 名 

 

 
 

 

●次週例会予定（重森 元樹プログラム副委員長） 
 

7 月 13 日（水） 

 

クラブ協議会 

「楽しいクラブにするために」 

佐藤 剛ガバナー補佐表敬訪問 

 
 

 

 
 

●閉会点鐘         （中村 重昭会長）

 

 



 

   

   

   

    



 

 

●ニコニコ BOX（宇田川 泰弘親睦委員長・菅野 晋央親睦副委員長） 

 
 

◎東京武蔵国分寺ロータリークラブ 会長 浅川直行様 

中村会長、志賀幹事、22-23 年度のスタートの例会おめでとうございます。また先日は、18-19 年度同期幹事の岡野さ

ん、私どもの例会にお祝でお越し頂きありがとうございました。中村会長、志賀幹事の今年 1 年のご活躍と貴クラブ

の益々のご発展を祈念申し上げます。 

 

◎◎◎星野会員 中村・志賀丸のスタートを祝し 

◎◎佐々木会員 中村会長、志賀幹事、1 年間がんばって下さい。 

◎中村会長 会員の皆様 1 年間どうぞよろしくお願い致します。 

浅川会長様本日はようこそお出で下さいました。 

 

◎志賀幹事 1 年間幹事を全力で務めさせて頂きます。会員の皆様よろしくお願いします。 

  東京武蔵国分寺 RC 浅川会長ご来訪ありがとうございます 

。 

◎荒川会員 中村会長、志賀幹事 1 年間よろしくお願い致します。 

◎石岡孝光会員 中村会長、志賀幹事の船出を祝して。 

◎伊藤会員 新年度、会長、幹事、頑張って下さい。 

◎岩本会員 中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願い致します。 

◎佐藤会員 中村会長、志賀幹事の新年度初例会を祝して 

◎下田安治会員 2022-2023 中村・志賀年度の初例会を祝して 

◎神野会員 初例会を祝して 

◎鈴木栄会員 中村会長、志賀幹事の初例会を祝して。1 年間宜しくお願い致します。 

◎内藤会員 中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願い致します。 

◎西野会員 中村会長、志賀幹事年度のスタートを祝して 

◎曳地会員 新年度を祝って。中村会長、志賀幹事宜しくお願いします。 

◎渡邉会員 中村会長、志賀幹事の新しい門出を祝って。 

○石岡純会員 中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願い致します。 

○今藤会員 中村会長、志賀幹事、1 年間大いに楽しんで下さい。皆さん、今年度もよろしくお願い致します。 

○宇田川会員 中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○岡野景子会員 東京武蔵国分寺 RC 浅川会長ご来訪ありがとうございました。 

中村会長、志賀幹事の初例会を祝して！！1 年間よろしくお願いします。 

 

○太田会員 新年度初例会を祝して！中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願い致します。 

○岡野和弘会員 中村、志賀年度初例会を祝して。 

○菅野会員 中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願いいたします。 

○小山会員 初例会、会長幹事おめでとうございます。 

○佐伯会員 中村会長 志賀幹事 1 年間頑張って下さい 

○指田会員 中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○椎名会員 中村会長と志賀幹事の船出を祝して 

○重森会員 新年度初例会おめでとうございます。 

○柴田会員 初例会を祝して。中村会長、志賀幹事 1 年間よろしくお願い致します。 

○鈴木洽六会員 中村会長、志賀幹事、新しい門出を祝しニコニコ致します。1 年間宜しくお願いします。 

○田畑会員 中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○中澤会員 中村会長、志賀幹事、いよいよ船出ですね。みなさま 1 年間 宜しくお願い致します。 

○中野会員 中村会長、志賀幹事の新年度を祝して 

○本田会員 中村会長、志賀幹事、1 年間よろしくお願い致します。 

○若杉会員 中村会長、志賀幹事、1 年間頑張ってください。 

・寺木会員 初例会を祝して！ 

・成田会員 新年度初例会を祝して。 

 

 

7 月結婚記念 

指田会員・中澤会員・山中会員 

 

7 月誕生記念 

宇田川会員 

 


