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「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」
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富澤 為一ガバナー公式訪問
東京昭島 RC・東京昭島中央 RC 合同例会
（鈴木 栄副 SAA）

●本日の司会

●開会点鐘（中村 重昭会長・昭島 RC 三田 忠会長）

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

ソングリーダー

●ホストクラブ会長挨拶

FAX

042-544-1002

（中村 重昭会長）

先ほど、昭島 RC さんと当クラ
ブがそれぞれ 50 分ずつガバナー
との懇談会を行いました。大変有
意義な時間をありがとうござい
ました。今後のクラブ運営、奉仕
の在り方、会員増強への取り組み
や戦略について、大変参考になる
ご指導を頂きました。年度が始ま
ったばかりではございますが、本日のお話を参考にしま
して地区の重点目標をクリア出来るよう、両クラブ共努
力していく所存でございます。
さて、昭島では毎年 8 月くじら祭を催しております。
今年も各種団体が節目の第 50 回のくじら祭を盛り上げて
いく予定でしたが、コロナ禍で残念ながら延期となって
しまいました。今期は当クラブのスポンサークラブであ
る昭島 RC さんの創立 55 周年記念式典が 2023 年 4 月 20
日（木）に予定されております。くじら祭が中止になった
分、盛大な式典となりますよう期待しております。
国際ロータリー第 2750 地区及び多摩中グループが益々
発展いたしますよう、両クラブ共頑張っていく所存でご
ざいます。本日はありがとうございました。

●新会員入会式

指田 裕士副幹事

●本日のお客様
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●卓話「ロータリーを広げよう」
国際ロータリー第 2750 地区ガバナー富澤 為一様
講師紹介（中村 重昭会長）
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してすぐに送りました。それが現地での活動資金に充て
られています。そして、現在 TRF には多額の寄付が溜ま
っています。この蓄積されている災害支援基金を使って、
ウクライナ国内にモジュール住宅を建設をしようと 2750
地区が中心となって、TRF に申請をしてすでに進めてお
ります。是非皆様にもご理解を頂き、また違う形でウクラ
イナを支援して頂けばと思います。

謝辞御礼（昭島 RC 三田 忠会長）

冨澤ガバナー、本日は多摩中グ
ループで一番西の端、遠い所へお
越し頂きまして大変ありがとう
ございました。ガバナーとは、共
通点がございまして、私もロータ
ーアクトの出身、そして青年会議
所の出身ということで、ガバナー
より少し若いので、一緒に活動を
した記憶はございませんが、お名前は常々お聞きしてお
りました。
今日は RI 会長ジェニファージョーンズさんのお話、地
卓話
（一部抜粋）
区のお話を頂戴いたしまして、ありがとうございました。
東京昭島ロータリークラブ、東
京昭島中央ロータリークラブの 私も年度初めに RI 会長と地区のお話をさせて頂きました
皆様、米山奨学生、学友の皆様、 が、なかなか伝えきれなかった気持ちでおりましたとこ
こんばんは。ガバナーの富澤為一 ろ、大変分かりやすくお話いただき大変感謝申し上げま
です。所属は東京品川ロータリー す。今日が公式訪問 2 クラブ目ということで、44 クラブ
クラブです。本日は、このように 回られるそうで、お身体にお気を付けて乗り切っていた
皆様とこのように対面でお会い だきたいと思います。
最後になりますが、私共、4 月 20 日（木）に創立 55 周
出来てとても嬉しく思っており
年記念式典及び祝賀会を予定しております。その際には、
ます。先程、例会に先立ちまして、会長、会長エレクト、
幹事、ガバナー補佐、グループ幹事の皆様と懇談をさせて 是非ともご出席をいただければと思います。
頂きました。それぞれのクラブがそれぞれの思いを持っ
て真剣にロータリーに取り組んでいる姿、お話を聞くこ
とが出来て、改めてロータリーは素晴らしいと思いまし ●閉会点鐘（中村 重昭会長・昭島 RC 三田 忠会長）
た。
現在に至る
【ロータリー歴】
1971 年 10 月 東京荏原 RAC
（現 東京品川中央 RAC）入会
1993 年 5 月 東京品川ロータリークラブ入会
2002-03 年度 クラブ幹事
2014-15 年度 クラブ会長
2016-17 年度 京浜グループガバナー補佐

～地区推進事項～
①ポリオ根絶の達成
②クラブの基盤強化
クラブ戦略計画作成・実施の支援
女性会員や若い世代など多様性を持った会員構成の勧め
③環境問題への取り組み
④MY ROTARY 登録、地区ホームページ活用
⑤ロータリーの公共イメージと認知度の向上
⑥地区補助金、グローバル補助金活用の情報提供と実行
支援
⑦グループ・フォー・ワンの再開
先程、会長も仰いましたけれども、地区推進事項を達成
する為に頑張っていかなければなりませんが、どの項目
もとても大切です。どれを優先するということはありま
せんが、1 つずつ取り組んで頂ければ、有難いなと思いま
す。
ウクライナの支援の為に、近隣のロータリアン達はす
ぐに行動を起こしています。ボランティアで衣料品、食料、
生活必需品をワゴンに積んで、ウクライナの中まで入っ
ていって届けています。そして、帰りのワゴン車の空いた
所に難民を乗せて帰ってきています。まさに我々の仲間
のロータリアンが命懸けの行動をしています。避難して
きた人たちへの住むところの提供や日常生活の支援も行
っています。私達の地区も DDF から 10 万ドルを寄付金と

ガバナー懇談会（18：00～18：50）

●ニコニコ BOX

（宇田川 泰弘親睦委員長）

◎中村会長
国際ロータリー第 2750 地区ガバナー 富澤 為一様、同地区地区幹事 小安 桂様、同地区
ガバナー補佐 佐藤 剛様、同地区グループ幹事 是枝 嗣人様、本日はご来訪ありがとうござ
いました。本日のことを糧に頑張ります。
◎下田会員
昭島クラブ、昭島中央クラブ合同例会、ガバナー公式訪問を祝して
◎内藤会員
富澤ガバナー 小安地区幹事、佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事

訪問ありがとうございました。

○志賀幹事
国際ロータリー第 2750 地区ガバナー 富澤 為一様、同地区地区幹事 小安 桂様、同地区 ガバナー補佐
様、同地区グループ幹事 是枝 嗣人様、本日はご来訪ありがとうございました。
○石岡孝光会員
富澤ガバナー 小安地区幹事、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。

○伊藤会員

合同例会を祝し

○今藤会員

ガバナーの来訪を祝して。

○岡野景子会員

富澤ガバナー公式訪問例会を祝して。

○小島会員

ガバナー公式訪問を祝して！！

○佐藤会員

ガバナー訪問を歓迎して

○重森会員

富澤ガバナー、役員の皆様、本日はご来訪ありがとうございます。

○中野会員

冨澤ガバナー公式訪問例会を祝して。

○曳地会員

ガバナー来訪を祝って

○本田会員

富澤ガバナーのご来訪を祝して。

○渡邉会員

富澤ガバナー、小安地区幹事のご来訪を感謝してニコニコいたします

・宇田川会員

ガバナー公式訪問を祝して

・岡野和弘会員

ガバナーご来訪を祝して。

・菅野会員

ガバナーの来訪を祝して。

・指田会員

富澤ガバナー

・寺木会員

ガバナー訪問を祝して。

・成田会員

ガバナー訪問を祝して。

ようこそいらっしゃいました。

佐藤 剛

