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第２４９１回 ２０１９年３月１５日(金) 例会報告

○司 会 寺嶋 功 副ＳＡＡ

【開会点鐘】18時10分
第2431回例会東京福生ＲＣ 会長田村 勝彦
第1424回例会

東京昭島中央ＲＣ 会長佐々木稔郎
第1083回例会東京白うめＲＣ 会長上田 吉生
第2491回例会東京昭島ＲＣ 会長坡山 浩二

国歌斉唱 「君 が 代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー

森島徳幸 会員

来訪者紹介 坡山浩二 会長
東京秋川ＲＣ 会長 萩原勇次 様
同上 幹事 齊藤章浩 様

秋川ＲＣの皆様
来訪者挨拶
東京秋川ＲＣ会長 萩原勇次様
今日はみんなでお邪魔させて

頂きました。よろしくお願い致します。
幹事 齊藤章浩様 16名で伺いました。今日
は一日よろしくお願い致します。

会務報告 坡山浩二 会長
１．今日は４クラブ合同ですが、私達は
昭島中央ＲＣさんとは頻繁にいろん
な事をご一緒させて頂き、国立白う
めＲＣさん、また福生ＲＣさんとは地
区をまたいでおりますが合同例会を

しております。今日は秋川ＲＣさんもお越し頂き130名の登
録となりました。

2．昭和の森文化芸術振興会でＴＴ田中氏の昭島の様々なと
ころの写真展が3月20日(水)にこの場所でプロジェクター使
用で開催されます。皆様のご来場をお願い致します。

東京福生ＲＣ 会長 田村勝彦 様
東京昭島中央ＲＣ 会長 佐々木稔郎様
東京白うめＲＣ 会長 上田吉生 様

チーム報告
親睦活動出席チーム

東京福生ＲＣ 出席委員長 宮崎慶男 様
東京昭島中央ＲＣ 出席委員長 志賀義任 様
東京白うめＲＣ 出席委員長 北村明男 様

出席報告 高橋文博 委員

会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５４名 ７名 ４７名 ４０名
事前メークアップ 本日の出席率

１名 ８２.００％
事前メーク 鈴木(圭)会員
メークアップ ３月７日分 小山(満)会員、植松会員

出席率訂正 75.51％⇒ ８４.００％



東京福生ＲＣ ＳＡＡ委員長 高橋美穂 様

東京白うめＲＣ 親睦委員 内山 肇 様
東京昭島中央ＲＣ 親睦委員長 鈴木 栄 様

閉会点鐘 坡山浩二 会長
東京福生ＲＣ 会長 田村勝彦 様
東京昭島中央ＲＣ 会長 佐々木稔郎 様
東京白うめＲＣ 会長 上田吉生 様

本日の合計 50,000円
累 計 1,548,500円
予算達成まで 751,500円

例会案内
４月４日(木)啓明学園インターアクト活動報告

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 平 雅徳 委員
坡山会長 楽しみにしておりました。福生ＲＣ、昭

島中央ＲＣ、国立白うめＲＣの皆々様
方との4クラブ合同例会に、本日は秋
川ＲＣの皆様も大勢でご参加下さいま
した。他にあまり例のない地区を越えての合同例
会、大いに楽しみましょう。
４クラブ合同例会の開催にあたり、北川ＳＡＡ、河

畢 幹事 辺親睦活動出席チームリーダーを始め皆様から
多大ご支援、ご協力を頂いた事に感謝の気持ち
で一杯です。

向山会員 今日ＰＥＴＳ終了しました。疲れました。そろそろ次年
度も始まりますので、どうぞよろしくお願い致します。

【親睦会】18:30～
司 会

河辺光利 親睦活動出席チームリーダー

開会の辞／乾杯 伊藤僡彦 パスト会長

【食 事 / 懇 談】

【余 興】
演歌歌手 吉野悦世 様
〔プロフィール〕
小学校２年生の時、｢ミヤ

コ蝶々特別公演・たそがれ
の灯火｣中座公演で初舞

台。平成９年５月ＮＨＫ連続ドラマ｢ふたりっ子｣、
女優として活躍中。
これまでの出演はテレビ「水戸黄門」、舞台明

治座「夜桜お七」など。

【クラブ自慢ｏｒＰＲタイム】
東京秋川ＲＣ幹事 齊藤章浩 様
今年46年を迎えました。増強では若いメンバ

ーが増え、女性会員2名も出席させて頂いていま
す。青少年事業では少年野球大会、サッカー、バ
レーボール大会などしています。5月9日にフイリッ
ピンのクラブと友好クラブを結びます。

東京福生ＲＣ幹事 五十嵐 治 様
クラブは50周年を迎えます。5月15日(水)に当

昭和館で記念式典・基調講演を行います。基調
講演は第2580地区パストガバナー水野正人様
テーマ「ロータリーと東京2020大会開催意義」で
す。皆様のご参加をよろしくお願い致します。

東京国立白うめＲＣパスト会長 原田洋示 様
私達のクラブは全国でも少ない16名です。

奉仕活動は一生懸命に地域の活動をさせて頂
いております。お願いですが、会員増強で秋川
近辺におられる方のご紹介をお願い致します。
以上よろしくお願い致します。

東京昭島中央ＲＣ会長 佐々木稔郎 様
4月17日(水)の30周年記念式典は、テーマ「お

もいやりの輪」です。30周年に向けて子ども達を
支援する活動を中心に考え食困対策、学習支
援としての「子ども食堂」、東日本被災地宮城県
の子ども達への支援などを中心に活動します。

東京昭島ＲＣ 矢口 完 副幹事
クラブ自慢という事で畢幹事に変わ

って私が発表させて頂きます。毎週木
曜日が例会日ですが、クラブには会員
で元市長が二人いらっしゃいます。
昨年クラブの50周年を迎え皆様にご

協力頂きました。福生ＲＣの50周年記念式典と昭島中央ＲＣ
の30周年記念式典には私必ず参加させて頂きます。来年は
私が幹事になりますので、皆様、よろしくお願い致します。

【各クラブ会長エレクト紹介＆一言あいさつ】
東京秋川ＲＣ会長エレクト 麻沼 恵 様
私の名前「恵」では、小学校の時いじめられて

いました。いじめられるものの気持ちがよくわかり

ます。次年度の活動も青少年についての引き続

いて行っていきたいと思っています。次年度は宜

しくお願い致します。
東京福生ＲＣ会長エレクト 大山 剛 様
次年度は私、大山が会長として皆様と奉仕活

動に、親睦に携わらせて頂きます。私の名前と
顔を覚えて頂きたいと思います。5月の50周年記
念式典はよろしくお願い致します。又、来年3月
のこの場でもよろしくお願い致します。

東京国立白うめＲＣ会長エレクト 東 一良 様
今日、ＰＥＴＳが終わりまして、皆様に大変お世

話になって参りました。次年度はクラブ皆様と共
に手を取りあって行き、今後の合同例会も盛り上
げていきたいと思っております。次年度よろしくお
願い致します。

東京昭島中央ＲＣ会長エレクト 若杉 司 様
昨日から二日間ＰＥＴＳに行ってきました。人前

で話すのが苦手でＰＥＴＳでは下を向いておりま
したが、クラブの代表として参加して一言も話さな
いで帰ってはいけないと思い一言ご挨拶をさせ
て頂きました。次年度一年間宜しくお願いします。

東京昭島ＲＣ 向山英雄 会長エレクト
私もＰＥＴＳに参加して勉強させて頂

きました。いま振り返ると１日目はあまり
建設的な話ではなかった様に感じてい
ましたが、二日目は課題に対して考えざ
るを得ない

環境になっていろんな事を考え
ました。これからいよいよ次年
度に向けて「どうしよう」と考えて
いましたが、リセットして改めて
考えようと思っています。来年も
皆様と楽しい例会が出来れば
と思っています。

【閉会の辞】
東京昭島中央ＲＣ

会長エレクト
若杉 司 様

【手に手つないで】


