2022～2023 年度クラブ運営方針

「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」
国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ
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●本日の司会

●開会点鐘

（中村 重昭会長）

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱

国際ロータリー第 2750 地区
多摩中グループ ガバナー補佐
同地区
多摩中グループ グループ幹事

佐藤 剛様
是枝 嗣人様

米山奨学生

姜 名信さん
（米山奨学金授与）

FAX

●ご挨拶（ 多摩中グループガバナー補佐

042-544-1002

佐藤 剛様）

昭島中 央ロー タリ ークラ ブの
皆様、こんばんは。中村会長と志
賀幹事には、年度が始まる前から
ご協力を 頂きま して 感謝申 し上
げます。それから、直前ガバナー
補佐の今 藤さん の大 変明る いキ
ャラクターを拝見いたしまして、
私もその ように 明る い運営 が出
来たら良いなと思っております。
本日はクラブ協議会ということでお邪魔をいたしまし
た。昨年より、多摩中グループはガバナー公式訪問が 1 番
先の割り当てになっておりまして、再来週から多摩中グ
ループのガバナー公式訪問が始まります。年度初めのお
忙しい中、大変恐縮ですがご理解をいただければと思い
ます。
RI では、今年度初めて女性の会長が誕生するなど、ロ
ータリーでも女性の活躍を期待するところでございます。
貴クラブでは、現在 3 名の女性会員がいらっしゃるとい
うことで、これからも是非、女性に限らず色々な方をメン
バーに加えていただければと思います。
本年度 1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

●会務報告

●本日のお客様

042-544-1001

（中村 重昭会長）

本日お 越しの 佐藤ガ バナー 補
佐様、是枝グループ幹事様におか
れましては、昨年 12 月のグルー
プ協議会から 7 回、それと PETS
でお世話になっております。当ク
ラブへは 7 番目ということで、お
忙しい中 お越し 頂きあ りがと う
ございます。クラブ協議会のテー
マについてですが、本来ならば、増強について話し合いを
して頂きたかったのですが、来週 20 日に地区増強委員会
のオンラインセミナーに渡邉増強委員長と志賀幹事と私
で参加をしまして、22 日にクラブ内での増強委員会の炉
辺会議を行い、その後に皆様にご意見を頂こうと考えて
います。
本日のテーマは「楽しいクラブにするために」というこ
とで協議をして頂きますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

●幹事報告

（志賀 義任幹事）

国際奉仕テーブル（中澤 紀之会員）

現在我々の事業で、海外に子ど
も用車椅子を送る会という NPO
法人と関わりがございますが、最
初に活動を始 めてくだ さった の
は内藤会員です。その後、クラブ
の継続事業となりましたが、西野
会員と岡野景 子会員が タイに 行
った時に、車椅子ダンスを見せて
もらって大変感動をされたそうです。この事業の継続と
いうのは、とても良いことだという話の中で、燃料の高騰
もあり、これを継続するためには、何か新しい策を講じな
バギオ基金創立 40 周年祝賀会の案内が届いております。 ければならないという話でした。
日時：2022 年 9 月 8 日（木）18 時より
場所：ホテルニューオータニ鳳凰の間
10 月 24 日（月）世界ポリオデ
ーが開催されます。それに向けて
のポータルサ イトが立 ち上が っ
ております。また、ロータリー文
庫のホームペ ージもリ ニュー ア
ルされてとて も検索が しやす く
なり、資料が探しやすくなってお
ります。詳しい使い方は、私か事
務局までお問い合わせください。

職業奉仕テーブル（田畑 勝久会員）
●クラブ協議会「楽しいクラブにするために」
※発表
社会奉仕テーブル（椎名 正明会員）
例年ですと、くじら祭が開催されていますが、本年度は
早々に中止が決まったということで、我々社会奉仕とし
ては、事業が無くなってしまいましたので、それに代替す
るような事業を考えようと話し合いをいたしました。ロ
ータリーとしての品位を上げるような、また社会に認知
して頂けるような活動を模索したいと思います。

青少年テーブル（重森 元樹会員）
くじら祭の中止、柔道大会の中止
という中で、クラブとして何かし
ら奉仕活動が出来ないかという
ことを中心に話し合いを行いま
いした。今までも関わりを持って
きた双葉園との関係をもう一歩
進めて、子供達をハイキングなど
へ連れていくのはどうかという
話がありました。それから、子ども食堂に関しても引き続
き支援を行っていくべきとの意見もございました。
新たな事業として、走り方教室の提案がありました。早
稲田大学のコーチが昭和中出身ということで、地域に関
わりがございますので、その方をお呼びして子供達に対
して走り方教室を開催すれば、地域貢献にもなるのでは
ないかという話でした。

5 年くらい前に中野会員がお世
話をなさっ ている施 設の子供 達
を連れて、ハイキングに行きまし
た。その子供達は車椅子の整備も
手伝って、その後のバーベキュー
にも参加をして、すごく喜んでい
ました。そのようなことも率先し
てやってい ければと 考えてお り
ます。それから、コロナ対策をしっかり行った上で、会員
がサンタクロースになって子供達にプレゼントを配った
らどうかという話も出ました。それから、ゴルフ部もある
ように、ハイキング部などもも創部出来ればと思います。
クラブ運営につきましては、もっとメイクアップをし
て、他クラブの運営方法などを勉強してはどうかという
意見がありました。

※講評
多摩中グループ

ガバナー補佐

佐藤 剛様

クラブ協議会大変お疲れ様でした。テーブルを囲んで
皆さんでお話されているのを拝見して、活発な意見が多
く出ていて羨ましいなと感じました。ロータリーはやは
り奉仕と親睦です。奉仕活動をしっかりとやっているク
ラブは元気があるし、それがメンバーの親睦にも繋がる
と思います。ここ 2、3 年は貴クラブの活動も、コロナの
影響を受けており、中止も多かったようです。そのような
中でも、車椅子の寄贈などは継続されているようですの
で、中心になる事業を持っているクラブは強いなと思い
ました。それがクラブの力を保てる原動力になるのでは
ないかと思います。
車椅子事業については、ただ送るだけではなく、会員の
皆さんで整備までなさるということで、クラブのメンバ
ーが参加できる事業は大変羨ましく感じました。メンバ
ーそれぞれが自分が携われるもの、居場所がクラブの中
にあるということは、大事なことだと思います。

●ニコニコ BOX

（菅野 晋央親睦副委員長）

○西野会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事のご来訪に感謝し
て！！
○本田会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事の来訪を祝して
・荒川会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事御来訪いただき誠
にありがとうございます。

◎内藤会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事、1 年間宜しくお願
いいたします。

・岡野景子会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事ご来訪ありがとう
ございます。

○中村会長
佐藤ガバナー補佐様、是枝グループ幹事様、本日はご来訪
ありがとうございます。
クラブ協議会宜しくお願いします。

・重森会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事、本日はご訪問あり
がとうございます。

○志賀幹事
国際ロータリー2750 地区多摩中グループガバナー補佐
佐藤剛様、同グループ幹事 是枝嗣人様 ご来訪ありが
とうございます。

●出席報告

○石岡会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事、本日はご来訪あり
がとうございます。
○伊藤会員
ガバナー補佐佐藤様、グループ幹事是枝様
○今藤会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事
致します。

（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

40 名

来訪を祝し

●次週例会予定

（若杉 司プログラム委員長）

よろしくお願い

○佐藤会員
佐藤ガバナー補佐様、是枝グループ幹事様
願いします。

よろしくお

7 月 20 日（水）
新年度各委員長 活動方針Ⅰ

○椎名会員
佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事、ご来訪ありがとう
ございます。多摩中をよろしくお願い致します。

●閉会点鐘

（中村 重昭会長）

