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第２５０７回 ２０１９年７月２５日(木) 例会報告

○司 会 奉仕プロジェクト委員会 畢 煜 委員

【開会点鐘】12時30分 向山英雄 会長

ロータリーソング ï

「四つのテスト」
ソングリーダー
斉藤正憲 会員

来訪者紹介
多摩中グループ

ガバナー補佐 田中 靖 様(東京国立ＲＣ)
同上 グループ幹事 町田裕紀 様(東京国立ＲＣ)

東京立川ＲＣ 会長 長井 守 様
同上 幹事 山中賢一 様

会務報告 向山英雄 会長
1．今日の会場「眺林」からの眺めは素晴らしく、
天気も回復してきて、そろそろ梅雨明け間
近かなと云う気がしております。

2．本日は田中ガバナー補佐をお迎えしてのク
ラブ協議会です。皆様にお伝えしている通
り昭島ロータリーで長続きできる“地区貢献
活動”についてご意見をいただきたいと思っ

ています。
3．本日より次年度の指名委員会が始まりました。年が明ける
と被選理事会が始まります。

4．いよいよ「くじら祭」、私共の補助金を活用した「カンボジア
学生支援就学事業」は8月7日～8月10日迄ソムリアップに
行って参ります。自転車、簡単な顕微鏡、スチール棚の贈
呈式を行って参ります。参加していただける方は健康に気
をつけて行って参りたいと思います。

幹事報告 矢口 完 幹事
1．入会５年以内の方に地区会員委員会より
「ガバナーと語ろう ロータリーの未来のご
案内」の案内が届いています。
日 時 9月25日(水)18時～
会 場 クロス東京赤坂

2．地区青少年奉仕委員会よりインターンシッ
プ募集の案内が届いています。
実施期間 11月12日(火)～14日(木)

3．地区より「日本のロータリー100周年記念ピンバッチ」頒布
の案内が届いています。皆様に配布させていただきます。

4．例会変更の案内 東京白うめＲＣ
5．クラブ協議会で使用する資料をポストに入れてあります。
6．例会終了後理事会を開催します。

来訪者挨拶
多摩中グループ
ガバナー補佐 田中 靖 様
グループ幹事 町田裕紀 様
はじめに表敬訪問させて頂いて、今回は二回

目の訪問です。昭島ＲＣの皆様は
奉仕活動を一生懸命にされており

ますが、今日は地域の奉仕活動について皆様
で語り合うという事で楽しみにしております。どう
か忌憚のないご意見をお寄せいただきたくよろ
しくお願い致します。

東京立川ＲＣ
会長 長井 守 様
幹事 山中賢一 様

東京昭島ＲＣの向山会長と矢口
幹事様には日頃お世話になってお
ります。良いコミュニケーションをと
らせていただいております。
7月12日に向山会長、矢口幹事にクラブにお越し頂き誠に

ありがとうございました。両クラブはお知り合いも多く良好な関
係にあると思います。
当クラブは、2020年4月3日に創立60周年記念式典を予定

しています。よろしくお願い致します。

委員会・チーム報告
親睦活動出席チーム

会員研修チーム
会員研修チーム会の報告 小池満也 チームリーダー
「カンボジア学生支援就学事業」の8月7日～8

月10日迄私も行って参りますが、これはASAP（N
PO法人アジアの子どもたちの就学を支援する
会）を中心に行っているクラブ独自の事業です。
今年度は、毎月一回、会員研修チームで会

員の研修を行い、時間は例会前30分位を使っ
て行い、他に炉辺会合を二回位を、皆様のご協力を頂きなが
ら行いたいと思っています。
開催日8月22日(木)は３年未満の会員の方はぜひ参加して

頂きたいと思います。
昨年度坡山会長から頂いた本をベースに議論を重ね、我

々は何をしなければいけないのか勉強していきたいと思います。

出席報告 川口良絵 委員

会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５７名 ６名 ５１名 ４２名

事前メークアップ 本日の出席率

１名 ８１.１３％
事前メーク 菊池会員
メークアップ なし

１９６８年１月２０日設立

２０１９-２０２０年度
国際ロータリー第２７５０地区多摩中グループ



【クラブ協議会】 テーマ 「地域社会奉仕活動の検討」
司会･進行 矢口 完 幹事

今日はテーブルごとにテーマのディスカッショ
ンをして頂き、継続的に出来る地域社会奉仕活
動について皆様から具体的なご意見を伺いたい
と思います。最後にリーダーよりまとめの発表を
お願い致します。

奥山雅英会員 ロータリーの広報を目的とする
活動を前提として、地域のイベント「子どもまつ
り」、「郷土祭り」などに参加する方法と音楽・スポ
ーツの活動などに参加、協賛して継続できる形
で話を進めました。
岡本慎一会員 市では「環境浄化

活動」を行っています。これは、落書きの問題で
一つの落書きに10個の犯罪がある。と云われて
います。社会問題では、振り込め詐欺、中学校
薬物問題などの活動に参加または貢献できない
か。他に多くの意見がありました。

丸鶴信一会員 クリケット協会への支援として、
道具の支援、ロータリーカップの大会開催、会員
増のため体験会の開催。児童施設に対する支
援としてクリスマスプレゼントの支援などの意見
がありました。
安保 満会員 ロータリーが地域

社会貢献活動をする意義・目的は何かをはじめ
に協議。ロータリーの認知、公共イメージを上げ
るなどのために、協力、共催事業でなく「主催事業」
を考える。奉仕活動のきっかけを作り、出来た活
動は市又は他団体に委嘱委譲するのがロータリーではない
かという意見がありました。主催事業として青少年のクリケット
又は児童生徒、保護者を巻き込んで市全体に広められる奉
仕活動など。地域社会貢献活動でリーダーシップを発揮する
役割がロータリーと云う意見がありました。

寺嶋 功会員 昭島市民にロータリーが知ら
れ、知名度を上げる。地域貢献として郷土芸能
祭りや産業まつりなどに出店して、ロータリーを
知ってもらうこと。青少年育成と地域の皆様に知
っていただける様に活動していきたいと思います。
場崎浩一会員 対象が昭島市の

皆さんか、昭島市で行い近隣地域まで広めてい
くのか。子供か高齢者などの考え方も議論に出
ました。具体的ではありませんが、スポーツであ
れば例えばサッカーはクラブチームがなく、作れ
ないか。コンサートなどで市民の皆さんに貢献で
きないか。又、ホスピスについてなど意見がありました。

ガバナー補佐講評
多摩中グループ ガバナー補佐 田中 靖 様

非常に貴重な体験をさせていだきました。こ
の様なテーブルディスカッションは良いと思い
ました。一人一人がクラブのことを思って意見
を出し合い、発表すると云うのは、はじめて体
験しました。とても楽しく有効なクラブ協議会だ
ったと思います。昭島RCの皆さんがクラブを愛
して一生懸命活動していることが良くわかり雰

囲気がとてもよかったです。多摩中グループを回っていて、昭
島の皆様の凄いところは奉仕活動、特に国際奉仕は2750地
区を代表する位の素晴らしい内容の活動をされています。ぜ
ひ誇りに思ってこれからも頑張っていただきたいと思います。

閉会点鐘 向山英雄 会長

例会案内
８月 ８日(木)
８月15日(木)

８月２２日(木)
第２５０９回納涼夜間例会

休会

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 河辺光利 委員
長井 守様(東京立川ＲＣ会長)

東京昭島ロータリークラブ会員の皆
様、本日は表敬訪問に伺いました。
向山英雄会長、矢口 完幹事、一年
間宜しくお願い致します。
会員の皆様の素晴らしい一年をご祈念申し上げ
ます。

向山会長 本日は多摩中グループ
ガバナー補佐・田中 靖様、グループ幹事・町田裕

紀様。東京立川ロータリークラブ 会長・長井 守様、
幹事・中山賢一様。ご来訪ありがとうございます。

矢口幹事 田中ガバナー補佐、町田グループ幹事、今月二
度目のご来訪ありがとうございます。
東京立川ロータリークラブ長井会長、山中幹事。
ご来訪ありがとうございます。
先日は立川クラブの例会で大変お世話になりまし
た。長井会長のスピーチはとてもよかったです>

安保会員 田中ガバナー補佐、町田グループ幹事のご来訪
を歓迎します。
当クラブの協議会でのご指導よろしくお願い申し
上げます。

三田会員 立川ＲＣ長井会長、中山幹事、ようこそお越し頂き
ました。貴クラブの60周年おめでとうございます。
頑張って下さい。

鈴木会員 東京立川ＲＣ長井会長、中山幹事、ご来訪を歓
迎しニコニコ致します。

相田会員 多摩中グループガバナー補佐･田中様、グルー
プ幹事・町田様。ご来訪ありがとうございます。
東京立川ロータリークラブ・長井会長、中山幹事。
ご来訪ありがとうございます。

本日の合計 39,000円
累 計 334,000円
予算達成まで 1,966,000円

【くじら祭ミーティングPartⅡ】
社会奉仕･職業奉仕チーム 荒巻正康チームリーダー

出店・パレード説明会の「第四回くじら祭」実
行委員会が開催されました。
園内は全面禁煙となっておりましたが、灰皿を

設置することになりました。当日搬入の場合、グ
ラウンドに入る際には8時３０分～12時までになっ
ています。又、場内は時計回りで徐行して下さい。

先週に引きつづき、グループごとの席になっておりますが、
時間もありませんのでチームリーダーから討議の結果を発表
をお願い致します。
○パレード・畢 煜会員 色々意見はありましたが、小道具
を使うかもしれませんが、例年通り行います。

○ゲームコーナー・岡本慎一会員 輪投げとクリケットの方に
協力頂いて盛大に、チーム23名を担当分けして行いたいと
思います。皆様のご協力もよろしくお願い致します。

○写真係・寺嶋功会員／平原保男会員 当日は手分けして
皆さんのベストショットを心がけます。よろしくお願いします。

○ロータリーコーナー広報・野村芳樹会員 ロータリーコーナ
ーは例年通り写真パネルの展示を行い、パンフレットを配
布する予定です。熱中症対策として大塚製薬・OS-1の無
料配付を予定しています。

○来客接待係・木野常男会員 例年の反省とし、ゴミの減量
も考えながら食料係と協力して「片付け」たいと思います。
また、「くじら祭」の接待係として全員で行いたいと思います。

○「くじら祭」実行委員会・鈴木一昭副実行委員長
喫煙については各方面に必死になって働きかけを行いまし
た。本来は公共事業用地内は喫煙は禁止となっておりまし
たが各団体のご協力により前年通り、トイレ前、公園東側に
電子タバコのＰＲを兼ねながら設置することになりました。
今回は各方面、各企業より浄財を頂いております。
熱中症対策として消火栓よりくじら商店街前などで打ち水
を撒きます。


