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ＢＧＭ Ｏｓｃａｒ Ｐｅｔｅｒｓｏｎ 「Live ａｔ ｔｈｅ Bｌue Note」

○司 会 親睦活動出席チーム 金井悦子 委員

【開会点鐘】12時30分 坡山浩二 会長

ロータリーソング
「四つのテスト」
ソングリーダー

木野常男 会員

来訪者紹介
東京立川RC 三田村秀雄 様
米山奨学生 ルレジオウル・スルタン さん

会務報告 坡山浩二 会長
1．例会前に臨時理事会が開催されました。
４名の入会推薦を頂きました。

2．親睦旅行は楽しく舘山寺温泉の方に行っ
てまいりました。親睦活動出席チームの皆
様には大変お世話になりました。当日は差
し入れを菊池会員、寺嶋会員から頂き感謝

申し上げます。
3．6月9日(日)にローターアクトの今年度最終例会がサブスリ
ーで開催されました。私(坡山会長)と畢幹事、菊池会員、
日恵野会員、植松会員、雨倉会員で参加して参りました。
一年の活動報告、次年度の予定などの報告がありました。
その後は懇親会で楽しく親睦を深めさせて頂きました。

4．当館の裏の森の中に「昭島・昭和の森 武藤順九彫刻園」
がオープンしました。6月9日オープンで、前日にプレオー
プンパーティーが行われました。森の中にあって、照明が
特にあるわけでもなく、四季にとけこんでいるような雰囲気
です。時間がありましたら散策してみて下さい。

5．ゴルフをされている方には「多摩コミュニティーカップ」の案
内が届いております。以前には当クラブ会員が優勝したこと
もありますので、ぜひ皆様も参加よろしくお願い致します。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．例会前に臨時理事会を開催いたしました。
４名の入会推薦を頂き、審議させて頂きまし
た。
①鈴木健一様 ②猪俣直樹様 ③髙橋龍
治様 ④川口良絵様です。
事務局に一週間の公示をさせて頂きますの
で、異議のある方は書面をもってご提出を
お願い致します。

米山奨学金贈呈
受贈者
ルレジオウル・スルタン さん

挨 拶
５月25日に米山梅吉記念館

と他に三島神社などに行ってき
ました。奨学生の皆さんといろ
いろ話せて楽しかったです。
私は日本語がちょっとよく出

来ないので、とっても可愛い絵
本を頂きました。ありがとうござい
ました。
8月に学会で発表することになって、資料づくりに夜まで頑

張っています。

チーム報告
親睦活動出席チーム

村山恒夫会員
菊池秀三会員
安保 満会員

斉藤 貢会員
岡本慎一会員

森谷晴一会員夫人、木野常男会員夫人、鈴木一昭会員夫人
山上 渡会員夫人、斉藤 貢会員夫人、阿島征夫会員夫人
竹前理映子会員夫君、平 雅徳会員夫人

出席報告 丸鶴信一 委員
会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５３名 ６名 ４７名 ３８名
事前メークアップ 本日の出席率

５名 ８６.００
事前メーク 平会員・栁会員・相田会員・安保会員

植松会員
メークアップ 6月2日・3日(親睦旅行)分

野村会員・日恵野会員・斉藤(正)会員
西野会員・木野会員・場崎会員・村山会員
向山会員・菊池会員
出席率訂正 43.8％→６４．５８％

左より 畢 幹事
ルレジオウル・スルタン さん
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、村山会員
菊池会員、河辺T．L

左より
畢 幹事、坡山会長、斉藤会員
岡本会員、河辺T．L



、

【委員長・チームリーダー活動報告】
青少年奉仕チーム 菊池秀三 チームリーダー
青少年の健全育成を目的として4名で活動し

て参りました。昭島RACへの支援はクラブより
補助金贈呈。各例会などに出席、活動の一助
に懇親を深める。地区RAC講習会に参加し、
活動の一助にする事が出来る。IAC活動支援
はクラブより補助金贈呈。その他活動の応援をす

る。青少年育成に関するRYLAセミナーに参加し理解を深める事
が出来る。植松委員、雨倉委員、竹前委員に感謝申し上げます。

国際奉仕チーム 斉藤貢チームリーダー
会長テーマ「真のロータリアンになろう」を基

本に活動してきました。
1．平成30年９月13日秋川霊園国際無縁墓碑
墓参例会の開催。2．カンボジア教師育成支援
継続事業参加。3．平成30年11月19日ベトナム
医療支援のため器具贈呈式に8名参加。4．国

連アジア極東犯罪防止研修所との交歓活動を通じて交流が
深まるよう例会として見学訪問。5．米山奨学生張季媛さんは
卒業され、ルレジオウル・スルタンさんの支援活動を行う。委
員はじめ会員皆様のご協力ありがとうございました。

社会奉仕・職業奉仕チーム
岡本慎一 チームリーダー

皆様のご協力を頂き1年間活動させて頂きま
した。 1．8月4日・5日に“第46回昭島市民くじ
ら祭”を開催。酷暑のためパレード中止などあり
ましたが、盛大に行うことが出来ました。2．“社
会を明るくする運動”への協力。3．“クリケットの

まちあきしま”の支援。4．“多摩川クリーン作戦”への参加協
力。などありましたが、全てについて皆様方のご支援の賜で
無事終わりました。委員の皆様に感謝申し上げます。

例会案内
６月２７日(木)

第2503回例会 最終夜間例会

会員研修チーム 西川哲造 チームリーダー
今年度の活動は9月に１回、４月に１回研修

会及び炉辺会を行いました。共にロータリーの
基本を学びました。１回目は「ロータリーの心と
原点」、２回目は「今さら人に聞けないわかりや
すいロータリー」の冊子を基にして、親睦も深
める事が出来ました。
プログラム・会報チーム

場崎浩一 チームリーダー
この一年の足取りは大変簡単とは申し上げら

れない状況で、途中録音ミスなどがありました
が大過なくチーム運営が出来ましたのも皆様の
ご支援ご協力の賜物と改めてお礼申し上げま
す。ありがとうございました。
親睦活動出席チーム

河辺光利 チームリーダー
活動内容の報告については親睦チームは

非常に量が多いため、新年度７月４日に配付さ
れる「クラブ概況及び事業計画書」を参照下さ
い。この一年間皆様方にご協力頂きながら事
業を行っていくことが出来ました。今年度は恒

例の事業の他にグアム地区大会など盛り沢山な一年でした。
年男という事で卓話もさせて頂き、また、やり甲斐のある役

職を頂きました会長幹事には御礼申し上げます。
皆様方には感謝の気持でいっぱいです。
ありがとうございました。

閉会点鐘 坡山浩二 会長

国際大会報告 小山善治 会員
6月1日よりドイツ･ハンブルクで開催され、参

加は安保会員、相田会員と私(小山会員)が開
会式、友愛の家などに参加しました。2日目夜
には服部ガバナー主催のガバナーナイトには
400人から参加でした。ハンブルク市内には至
る所に国際大会のポスターが沢山ありました。

世界各国からIDカードを首から下げて市内を歩いていました。
次年度クラブロータリー財団
ロータリー財団・米山奨学委員会報告

西野利幸 次年度委員長
5月22日(水)に第1回委員会を開催しました。

次年度会長幹事に同席していただき11名で行
われました。次年度基本方針、活動計画につ
いてと今後の委員会について協議しました。
親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 髙橋文博 委員
坡山会長 三田村秀雄様のご来訪を歓迎致します。

ルレジオウル・スルタンさんのご来訪を歓
迎致します。
本日、活動報告を頂きます委員長、チ
ームリーダーの皆様、一年間本当にお
世話になりました。心より感謝申し上げ
ます。

畢 幹事 三田村様、ご来訪を歓迎致します。
親睦旅行では皆様と楽しい楽しい時間を過ごすこ
と。そして親睦活動出席チームの皆様に大変お世
話になったこと。ニコニコ致します。

伊藤会員 旅行に参加できず残念残念。お土産のパイうれしく
頂きました。今年度も残り少なく名残を惜しみながら
マイクラブの栄光を慶ぶ次第。ニコニコを=

菊池会員 会員の皆様には青少年奉仕チームの活動にご理解
ご協力頂きましてありがとうございました。

平原会員 親睦旅行は1日だけでしたが楽しく過ごさせて頂きました。
本日パンフレットを入れさせて頂きましたが、「多摩
カップ」の季節がやって参りました。3組以上の参加
斉藤ゴルフ部会長よろしくお願いします。

本日の合計 59,000円
累 計 1958,236円
予算達成まで 341,764円

ロータリー情報・雑誌チーム
「ロータリーの友」6月号紹介 井上隆彦 委員
【横組】3頁、ＲＩ会長メッセージは“ロータリー
は広く知れ、高い評価を得ている”とメッセージ
を送られています。6頁「ロータリーとは」を、常
に読む様にしてロータリーに対しての意識を強
くしております。9頁クラブ「広報力」は広報の取
り組み方、グッズ等紹介があります。16-19頁「草の根ロータリ
アン」は4月に開催された2019年規定審議会の報告が記載さ
れています。20-23頁米山梅吉生誕151年に関連した記事が
あります。【縦組】4-7頁「サッカーで見る世界観」は、横浜FC

会長の講演要旨が載っています。
次年度社会奉仕チーム
“くじら祭”実行委員会報告

荒巻正康 次年度チームリーダー
前回の発表から第2回、第3回の実行委員会

が開催されました。決まったことは、大会テー
マ「令和の夏くじら祭で夢花火」。ポスターのイ

メージ決定。パレートの時間は17時スタートの予定。会場外の
灰皿は無く、完全禁煙。など協議されました。
次年度地区ロータリー財団米山奨学委員会
補助金セミナー報告

斉藤正憲 次年度地区委員
6月7日(金)第一回ロータリー財団セミナーが

開催されました。始めに安保次年度財団委員
長より挨拶、目標としてプログラムの参加、財団
を身近な存在にして頂きたい。と話されました。６小委員会より
報告、その中寄付実績109万㌦(1億2千万円位)、年次基金
75万㌦、などの報告がありました。

親睦活動出席チーム
親睦旅行報告 河辺光利 チームリーダー
6月2日(日)･3日(土)に舘山寺温泉に14名の参

加で行って参りました。8時昭和館出発、バス車
中で例会を開催。観光は「鰻いしかわ」で昼食後
「竜岩洞」「龍潭寺」をまわり「ホテル九重」で懇
親会。次の日は最後に「夢テラス」で絶景を見

渡し、昭和館に18時30分に到着しました。


