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ＢＧＭ Gontiti 「Spirit of Gontiti」

○司 会 木野常男 副ＳＡＡ

【開会点鐘】12時30分 坡山浩二 会長

ロータリーソング
「それでこそロータリー」
ソングリーダー
森島徳幸 会員

来訪者紹介
2018-2019年度多摩中グループ

ガバナー補佐 安保 満 様
グループ幹事 相田禎延 様

会務報告 坡山浩二 会長
【訃報】2007-2008年度ガバナー坂本俊雄様(享
年85才)が6月17日に逝去されまし
た。二度のガバナーをお務めにな
られロータリーに大変大きな貢献を
頂きました。
葬儀は遺族親族のみで行います。

1．植松会員より会員30周年を迎えられ皆様に記念品を頂き
ました。
植松会員よりごあいさつ
地域で動物の福祉を通じて貢献できる病
院になっていきたいと思っています。これ
からも皆様のご協力をお願い致します。
本日はありがとうございました。

2．6月17日(月)立川グランドホテルで新旧の多摩中グループ
協議会が開催されました。今年度は「つながりを大切」と云
う事で大変密に協議会をかさね、非常に仲の良い年度にな
ったと思っています。安保様、相田様ありがとうございました。

3．6月19日(水)ホテルオークラ東京で第4回地区会長幹事会
が開催されました。安保ガバナー補佐はじめ各種報告がさ
れました。表彰状「ロータリー財団寄付三部門達成クラブ」
と「米山個人平均寄付20,000円達成クラブ」を2つを頂きま
した。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．ニコニコは予算達成までに300,000円になりま
した。皆様のご協力をお願い致します。

2．先週推薦頂いた4名の皆様は公示の結果異
議申し立てなどありませんでした。入会手続
に入りたいと思います。

鈴木健一様は最終例会に参加することになりました。
3．ガバナー月信の配信がありました。回覧に綴じてあります。

来訪者挨拶
2018-2019年度多摩中グループ
ガバナー補佐 安保 満 様
5月16日開催のＩＭでは運営に

多大なるご協力を頂き成功裡に終
わりました。ありがとうございました。
又、ガバナー補佐輩出クラブと

して地区、多摩中グループの活動
に積極的にご協力頂きました。坡
山会長、畢幹事には特に13回に及ぶグループ協議会に毎回
ご出席頂きご協力頂きました。今年度は行事が特に多い中、
皆様にご協力頂き、事務局の石坂さんにはご尽力頂きまし
た。相田グループ幹事には私が会長をしているときから3年間
努めて頂き感謝申し上げます。
グループ幹事 相田禎延 様
この一年間皆様のご協力に感謝申し上げます。

チーム報告
親睦活動出席チーム

被選理事会報告 矢口 完 副幹事
6月6日(木)に第5回被選理事会を開催いたし

ました。予算の決定、事務局再雇用契約調印、
くじら祭の件など行いました。6月27日例会前に
第6回を行います。よろしくお願い致します。

次年度地区ロータリー財団委員会
安保 満 地区委員長

◇2019-2020年度危機管理委員会報告
◇平和センターセミナー報告
危機管理委員会は他委員会と重なり出席して

おりません。平和セミナーは6月19日に国際基
督教大学されました。例年この時期に開催され

るセミナーでパネルディスカッション形式で行われました。平
和センタープログラムを如何にロータリアンに周知するをディ
スカッションしました。午後は年次セミナーで今年は平和フェ
ローが９名在籍しており、研究成果の発表がありました。

青少年奉仕チーム・地区ローターアクト講習会報告
菊池秀三 チームリーダー

6月15日(土)講習会の第1部はローアクト会長
幹事会に植松会員、第2部は講習会は私(菊池
チームリーダー)が参加しました。テーマは「コミュ
ニケーションのスキルを学ぼう」でテーブルディス
カッションで大変有意義で楽しい思いで参加さ
せて頂きました。

出席報告 斉藤正憲 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 ４２名
事前メークアップ 本日の出席率

２名 ８８.００
事前メーク 丸鶴会員・向山会員

6月13日分
メークアップ 阿島会員

出席率訂正 86.00％→８８．００％

左より 安保 満ガバナー補佐
相田禎延グループ幹事



【委員長・チームリーダー活動報告】

管理運営委員会 栁 賢司 委員長
親睦活動チームの河辺チームリーダーにはク

リスマス例会、親睦旅行など親睦が深まる例会を
企画して頂きました。
会員研修チームは、定期的に研修を開催して

頂き、ロータリーとしての知識を提供して頂きまし
た。終了後には懇親会の開催を行い親睦も深められたと思い
ます。
プログラム・会報チームは場崎チームリーダーに年間を通

してプログラムを決めて頂き的確に例会が開催されたことに感
謝致します。
詳細についてはクラブ概要書及び事業計画書でご確認頂

ければと思います。一年間ありがとうございました。

会員増強委員会 日恵野裕之 委員長
増強委員会はメンバーを入れなければならな

いために計画をして、それに基づいて実行しな
ければなりません。年度前より綿密な計画をして
おりましたが、実際には思う様に動くことが出来
ませんでした。
しかし、例会で増強に関して二回行いました。お陰様でい

ろいろな情報を頂き、今年は稔りませんでしたが、次年度以
降の貴重なデーターになると思います。
先週４名の推薦を頂き、お一人は今年度入会になります

が、３名は次年度になると思います。会員増強は委員会は単
年度事業ですが、継続性が必要です。毎年全会員で当たれ
ば６０名になるのは近くまで来ていると思っています。
一年間ありがとうございました。

ロータリー情報･雑誌チーム
小池満也チームリーダー

委員４名で一人３回づつの担当で「ロータリー
の友」を紹介して参りました。
雑誌は事前に手元にお届けして読んで予習

をして、皆様にしっかり伝えることを感じながらこ
の一年間を努めさせて頂きました。
この一年間皆様にはご協力頂きありがとうございました。

公共イメージ開発委員会 鈴木圭一 委員長
この委員会は、２つのチームがあります。
委員会として会長方針の「Be The Rotarian」

～真のロータリアンになろう～のテーマの基、東
京昭島ロータリークラブが社会的役割としての奉
仕団体であることを、地域の方々に理解を深め
て頂くための活動を致して参りました。そしてインスパイアーし
合いしながら魅力あるロータリークラブの活動を広報すること
で会員増強の支援をして参りました。 活動の内容としては、
①８月のくじら祭、９月の墓参例会、４月多摩川一斉清掃な
どの地域活動を積極的に参加して参りました。

②2750地区の公共イメージ委員会の方針に協力してきました。
③昭島市社会福祉協議会だより「ふれあい」に広告掲載し
市民の皆様により多くの方に知って頂きました。

④ホームページを通して地域内外に向けた広報の推進を
図り広く周知してきました。以上の活動によって会員増強

の一助になったと考えています。会長幹事はじめ皆様には、
一年間お世話になりました。ありがとうございました。

地域広報チーム 野村芳樹 チームリーダー
今年度の基本方針に基づき、ロータリークラブ

の活動を地域社会の皆様に広く理解していただ
けるよう、積極的な広報活動を行い、特にインタ
ーアクトクラブの活動に重点をおきました。
活動内容は、①8月くじら祭のロータリークラブ

広報ブースにおいて、ロータリークラブの活動内容を写真パ
ネルで展示しました。活動内容のチラシを来場者に配付して
広くアピールしました。熱中症の方をブース内に救護し社会
貢献にも一役買うことが出来ました。
インターアクトクラブの活動に関して、年次大会の参加はク

リスマスハンドベルコンサートの協力と支援を行いました。
昭島市社会福祉協議会だより「ふれあい」に広告を掲載し

ました。地域広報のメンバーはじめ、会長幹事、関係各位の
ご指導の下、一年間活動できましたことに深く感謝をし、活動
報告とさせて頂きます。

ホームページチーム 矢口 完 チームリーダー
坡山会長年度に向けたホームページの更改

を行ったり、例会会報に掲載を事務局の石坂さ
んより行うなどホームページを進めております。
来年に向けて、ポームページを見ることが出来

る方が増えており、常に改善を図り、次年度の繋
げていきたいと思います。
以上、会長幹事、事務局石坂さんにはお世話になりまし

た。皆様からもご意見をいただき感謝申し上げます。

ロータリー財団・米山奨学委員会
阿島征夫 委員長

坡山会長よりお話しがあった通り「ロータリー財
団寄付三部門達成クラブ」と「米山個人平均寄付
20,000円達成クラブ」の表彰を受けました。
目標の一人150ドルを見事に達成、全会員の

方々から100ドルの寄付を頂き、ポールハリス・フェローに5名
の方、ベネファクター寄付を1名の方、ポリオ寄付はクラブより
指定通りの寄付をさせて頂きました。
米山奨学事業は、地区の目標一人当たり20,000円も達成

させて頂きました。5名の会員からは特別寄付を頂きました。
次年度も引き続き皆様のご協力をよろしくお願い致します。

会場監督ＳＡＡ 北川穣一 ＳＡＡ長
今年度は篠副ＳＡＡはじめ４名の皆様に恵ま

れ、本日を迎えることが出来ました。
会長方針の「Be The Rotarian」～真のロータリ

アンになろう～の方針の基に会員一人一人がロ
ータリーの原点とその心に立ち戻る再確認をさせ

て頂きました。ロータリアンの理想と誇りを胸に行動、有意義
な奉仕を実践し友情を深め合いながら、ロータリーライフを送
ってこられたのではないかと思っているところです。特にＳＡＡ
の席は全体が見渡せるところとし、食事中は坡山会長の配慮
によりＣＤを持参して頂き音楽を流しました。細かいところに配
慮しながら一年間努めさせて頂きましたが、皆様のご協力に
感謝申し上げます。

閉会点鐘 坡山浩二 会長

例会案内
７月４日(木)

第2504回例会・会長幹事所信表明

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 平原保男 委員
坡山会長 多摩中グループガバナー補佐安保

満様、同グループ幹事相田禎延様の
ご来訪とを歓迎致します。
一年間ご指導ありがとうございました。
本日、活動報告頂きます委員長、チ
ームリーダーの皆様。一年間ありがとうございまし
た。心より感謝申し上げます。

畢 幹事 安保ガバナー補佐、相田グループ幹事、一年間
大変お世話になりました。
委員長、チームリーダーの皆様、今週も活動報告
をよろしくお願い申し上げます。

伊藤会員 安保分区代理、相田グループ幹事の来訪(おか

えり)を迎えて=お二人はじめ会長･幹事･役員皆

様の更なるご活躍とご健勝を心より祈念致します。
植松会員 6月1日昭島動物病院が会員30周年を迎えること

が出来ました。これも地域皆様のご支援のおかげ
です。皆様への感謝を込めてニコニコをさせて頂

きます。

本日の合計 39,000円
累 計 2,087,236円
予算達成まで 302,764円


