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

2022 年（令和 4 年）9 月 7 日（水）

TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB

第 1546 回例会報告
事務局

●本日の司会

●開会点鐘

〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL

（椎名 正明 SAA）

（中村 重昭会長）

●国歌・ロータリーソング「我らの生業」斉唱

●幹事報告

042-544-1001

FAX

042-544-1002

（志賀 義任幹事）

多摩 中グ ルー プの 今年 度の周
年行事に ついて お知ら せいた し
ます。
2022 年 9 月 27 日（火）三鷹 RC
55 周年記念式典→延期
2023 年 4 月 12 日（水）小金井さ
くら RC 30 周年記念式典 パレ
スホテル、4 月 20 日（木）昭島 RC
55 周年記念式典 フォレストイン昭和館或いは立川エミ
シア、5 月 11 日（木）小金井 RC 60 周年記念式典 パ
レスホテル、5 月 15 日（月）国立白うめ RC 30 周年記
念式典 パレスホテル
東京小金井ロータリークラブより「60 周年記念事業
ポリオ根絶チャリティ講演 二所ノ関親方（元横綱 稀
勢の里） 講演会のご案内」が届いております。
日時：2022 年 10 月 28 日（金）18 時 30 分開会
場所：小金井宮地楽器ホール 大ホール
登録料：お一人 3,000 円
※全額を登録者名でポリオプラス基金に寄付します。

●会務報告

（中村 重昭会長）

2 回程休会をしまして、やはり
皆様と顔を合 わせて例 会を行 う
ことの良さを しみじみ 感じて お
ります。9 月 5 日のニュースで福
岡県の双葉町役場が、住民帰還を
受けて東電の 福島第一 原子力 発
電所の事故から、11 年 5 ヶ月ぶり
に業務を再開するそうです。8 月
末で帰還困難区域のうち、町の面積の 15 パーセント避難
解除されたそうです。新庁舎では 100 人くらいの職員が
いらっしゃるそうですが、そこで町長が「今日を迎えたこ
とを忘れることが出来ないだろう」と喜びを述べる一方
で、
「帰還者、移住者が住みやすい環境整備に地に足をつ
けて取り組まなければならない」ということを訓示され
たそうです。
11 年半経っているわけですが、このような悲惨なこと
を風化させないように、肝に銘じていきたいということ
と、1 日も早く多くの方が生まれ育った地に戻ってきて、
当たり前の生活が出来るよう、我々も応援していきたい
と思います。

11 月 9 日（水）メイプルポイントゴルフクラブにて
「2022～23 年度国際ロータリー第 2750 地区 第 90 回多
摩中グループ・チャリティー親睦ゴルフ大会」が開催され
ます。
地区より「2023 学年度 米山奨学生選考面接官募集の
ご案内」が届いております。面接官を希望される方は、幹
事までお声掛けください。
地区ガバナーより「青森県大雨災害支援金についての
お願い」が届いております。こちらは、理事会で協議の結
果、会員 1 人当たり 500 円の寄付をクラブ会計より拠出
いたしますので、皆様ご理解のほどよろしくお願いいた
します。
多摩中各グループより例会変更のお知らせが届いてお
ります。メイクをなさる方は、事前に事務局までお問い合
わせ願います。

●2021-2022 年度決算報告

（北島 武会計）

●出席報告

皆さん、こんばんは。本日、石
岡会長年度であります 2021 年 7
月 1 日から 2022 年 6 月 30 日ま
での決算報告をさせていただき
ます。お手元に配布いたしました
資料を基にご説明をさせていた
だきます。

（佐伯 勉出席委員）

会員数

48 名

出席義務会員

47 名

本日の出席

37 名

●委員会報告
●細則について

（中村 重昭会長）

中澤 紀之国際奉仕委員長

先般、9 月 12 日（月）車椅子整備
今までの当クラブの定款・細則が平成 12 年に出来たも
についてのご案内をさせて頂き
ので、22 年前のものです。定款につきましては、3 年毎に
ました。現在、11 名の方に出席の
規定審議会が設けられ、それによって改訂が行われます。
お返事を頂きました。ありがとう
現状では、その改訂が定款に反映されておりません。
ございます。また、ご報告をさせ
それから、私は入会してから定款を頂いておりません。
て頂きます。
細則の規定では、入会時に情報委員会よりこのような必
要な書類をお渡しすることになっています。そして、新会
員を 1 年間補佐する方を決めることになっています。
現在こちらが有効に活用されておりませんので、定款
については規定審議会で決定された最新のものに刷新を
鈴木 栄創立 35 周年実行委員長
し、細則については現状に則して、変更をしたいと思いま
先日 8 月 23 日（火）に第 1 回
すので、それについてご説明をさせていただきます。
実行委員会を開催いたしました。
そこで、実行委員会のメンバーが
※変更部分についての確認とその承認方法についての説
決定いたしましたので、ご報告を
明がありました。
させて頂きます。

●ニコニコ BOX

（宇田川 泰弘親睦委員長）

○中村会長
休会あけの久しぶりの例会です。皆さんにお会いできる
ことがなによりです。
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●次週例会予定

9 月 14 日（水）
「卓話」
昭和音楽大学 弦菅打楽器部会
日比野 樹様

○伊藤会員
久々の例会。みなさん、コロナに打ち勝ちましょう。
・志賀幹事
北島会計 決算報告ありがとうございます。
9 月結婚記念
荒川会員・岡野景子会員・田畑会員

（岩本 勝宏プログラム委員）

●閉会点鐘

（中村 重昭会長）

