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第２４７９回 ２０１８年１２月６日(木) 例会報告

ＢＧＭ ブラームス「交響曲第３・４番」

○司 会 副幹事 矢口 完

【開会点鐘】1２時３０分
坡山浩二 会長

国歌斉唱 「君 が 代」
ロータリーソング「四つのテスト」

ソングリーダー 西川哲造 会員

会務報告 坡山浩二 会長
１．11月29日(木)例会前に理事会を開催致し
ました。内容は高橋信隆会員のアドバイザ
ーに関する件、立川RCとの合同例会の
件、第３四半期のプログラムの件、５月開催
のＩＭについて、ベトナム医療支援報告、
昭島観光まちづくり協会賀詞交換会の時
の例会について、米山奨学生張季媛さん

の４月から新たな受入についてなど行いました。
詳細は議事録ができ次第ご覧いただきたいと思います。

2．先週・先々週例会に於いて2750地区サイパン台風被害義
捐金募金を皆様にご協力いただきましたが、60,000円を皆
様からお預かり致しました。地区に送金させて頂きました。

3．今日はこのあと早いもので総会があります。向山年度の役
員理事の承認を皆様にいただくことになります。
年が明けましたら、向山年度も様々な形でスタートを切って
いくことになります。総会に皆様よろしくお願い致します。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．国立ＲＣ創立50周年記念式典の案内を配
布させて頂きましたが、出欠席のご返事を
いただいてない方がいらっしゃいます。

2．12月14日(金)立川ＲＣ・立川こぶしＲＣ共催
のクリスマスコンサートの案内が届いていま
す。入場無料ですが「整理券」が受付に数

枚残っています。よろしくお願い致します。

アドバイザー委嘱状贈呈式
受贈者 寺嶋 功 会員

チーム報告
親睦活動出席チーム

井上隆彦会員
西川哲造会員
栁 賢司会員
相田禎延会員、竹前理映子会員、場崎浩一会員
雨倉寿久会員、髙橋文博会員

坡山浩二会長

菊池秀三会員夫人、荒巻正康会員夫人
小野正敏会員夫人、平原保男会員夫人

ロータリー情報委員会雑誌チーム
「ロータリーの友」１２月号紹介 志茂光男 委員
[横書き]3頁「ＲＩ会長メッセージ」の中で“ロー
タリーの進むべき道は、一歩踏み込んで新し
い方向に進んでいき、常に好奇心と信念を持
って進むべきだ」と云っています。6頁「ロータ
リーとは」と「ロータリーの目的」は特に新しいメ
ンバーの皆様にはお読み頂きたいと思います。我がクラブは
ラオスの医療活動に参画しております。 ※裏面につづく

出席報告 平 雅徳 委員
会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５４名 ６名 ４８名 ４２名
事前メークアップ 本日の出席率

０名 ８０.００％
事前メーク なし
メークアップ なし

左より 幹事、寺嶋功会員
坡山会長

会員誕生日

結婚記念日

パートナー誕生日

左より 畢幹事、坡山会長、栁会員、竹前会員、井上会員、西川会員
雨倉会員、場崎会員、髙橋(文)会員、相田会員、河辺ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ

左より 畢幹事、坡山浩二会長
河辺ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ



[クラブ年次総会]
議長 坡山浩二 会長

議案「次年度役員理事の選出」
第１号議案 次年度役員理事の選出

上程者 矢口 完 指名委員長

＜2019～2020年度役員・理事候補者名簿＞
★＝役員・☆＝理事

★会 長 向山英雄
★副会長 安保 満
★直前会長 坡山浩二
★会長エレクト 栁 賢司
★幹 事 矢口 完
副幹事 平 雅徳 役員に準ずる

★会 計 平原保男
会計監査 候補者あり 役員に準ずる

★会場監督(ＳＡＡ) 木野常男
☆Ｒ財団･米山奨学委員長 西野利幸
★奉仕プロジェクト委員長 栁 賢司
☆青少年奉仕チーム 植松一良
☆国際奉仕チーム 相田禎延
☆社会奉仕職業奉仕チーム 荒巻正康
☆管理運営委員長 日恵野裕之
☆公共イメージ開発発委員長 野村芳樹
☆会員増強委員長 鈴木圭一

【質疑応答】
坡山浩二会長 矢口指名委員長より読み上げられました

候補者について意見のある方は挙手をお願い致します。
問・木野常男会員 ①役員理事の数は定款で決まっていますか。

②役員の数が多く、理事が少なくなって
います。役員会で決まったことは理事
会でどうなりますか。

答・坡山浩二会長／向山英雄次年度会長／矢口完指名委員長
①細則で決まっています。
②昭島ＲＣでのいろいろな決定事項については理事会
で決めることになっています。

坡山浩二会長 2019－20年度の役員・理事候補(案)につい
て賛成の方は拍手でお願い致します。
拍手多数と認めました。総会に於いて当案件について承
認されました。

向山英雄 次年度会長
皆様にお願い事などお話し

させて頂きます。
本日、皆様方に発表させて

頂きました人事は、過去3年の
組織を調べ、チームリーダー
にお願いするのが細則に沿っ
た流れとなりましたが、大変失
礼とは思いましたが、電話で

お願いをしたところ、快く全てを15分で決めることが出来ました。
45周年の年に栄田会長の下で幹事をさせて頂いて、1年間

楽しく活動出来たことを思いだし、それは栄田パスト会長が広
い心のもとに我々のやることを見守って頂いたということだと思
います。次年度も皆様と共に楽しい例会、楽しいロータリーに
なるように努めていこうと思っています。皆様方のご協力をよろ
しくお願い致します。
矢口 完次年度幹事
これからスタートとなりましたが、1月から被

選理事会を開催して幹事の勉強させていきな
がら、皆様の協力を頂きながら進めていきた
いと思っています。よろしくお願い致します。

閉会点鐘 坡山浩二 会長

例会案内
1２月２０日(木)第2481回例会

クリスマス例会

この頁には「チュニジア」と「モンゴル」の医療活動について
記載されています。是非お目通し下さい。
[縦書き]4頁「新しい人生と寿命を延ばす方法」は2500地区第
5分区ＩＭで武田邦彦中部大学教授が例を挙げながら話され
ています。先生は特に「自然体に生き、社会に人とされる人に
なり、人のために尽くす」と言われ、このことはロータリーの奉
仕の精神に通じる言葉と思います。18頁「卓話の泉」“高齢者
の運転について”もお目通し下さい。25頁「ロータリーアットワ
ーク」の中に立川ＲＣの活動が記されています。

地区ロータリー財団委員会
2019－20年度役員会報告 安保 満 次年度地区委員長
第1回役員会の報告です。次年度浅田ガバ

ナーの思いがスライドで語られ、日本の文化を
大変強調されていました。

ゴルフ部会報告
斉藤 貢 ゴルフ部会会長
12月5日(水)青梅ゴルフクラ

ブで今年最後のコンペを13名ご参加のもと開
催されました。12月ですが非常に暖かく好天
に恵まれました。

優 勝 安保 満 会員
準優勝 平 雅徳 会員

左写真
坡山会長と握手する
優勝 安保 満会員
右写真準優勝
平 雅徳会員

親睦活動出席チーム
クリスマス例会について 河辺光利ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ

12月20日(木)シルバンホールで開催致しま

す。食事はフルコース、お酒も何でもありま

す。余興はお笑いのまりもちゃんです。プレゼ

ント交換を行いますので、一人一つ1000円前後

の品をご持参下さい。よろしくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ発表 平原保男 委員

坡山会長 本日の会員総会よろしくお願い致

します。向山、矢口年度のスタート

となります。
また、本日は私と妻の27回目の結

婚記念日です。

畢 幹事 皆様に感謝。幹事はニコニコです。

志茂会員 本日は私のつたない「ロータリーの友」の案内を

聞いていただき感謝致します。

安保会員 昨日のゴルフ部会で久しぶりに優勝しました。

最終ホールで“ダボ”をたたき、先輩に配慮してく

れた平会員に感謝です。

平 会員 昨日のゴルフ部会で２位入賞することが出来まし

た。一緒にラウンドして頂きました坡山会長、斉藤

部会長、安保さん、楽しくスリリングなラウンドあり

がとうございました。思い出に残る一日となりました。

本日の合計 72,000円
累 計 1,152,400円
予算達成まで 1,147,600円


