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第２５１９回 ２０１９年１１月１４日(木) 例会報告

○司 会 平 雅徳 副幹事

【開会点鐘】12時30分 向山英雄 会長

ロータリーソング
「我らの生業」
ソングリーダー

西川哲造 会員

来訪者紹介
米山奨学生 ルレジオウル･スルタンさん

会務報告 向山英雄 会長
1．本日例会前に新入会員研
修会を行い新入会員、オ
ブザーバー、先輩方の多くにご参加頂きま
した。

2．11月になりましたが、最近は私の大好きな
秋が短くなって、冬がすぐに来てしまうよう
な気候になって参りました。

“昭島ロータリー FOR THE MEMBER”のスローガンの
基、これからも邁進して参りますので宜しくお願い致します。

幹事報告 矢口 完 幹事
1．先週は昭島中央RCとの合同例会で、ボー
リング大会もあり、鈴木圭一会員が優勝、
総合でも我々が勝利しました。昭島中央RC
の岩本幹事より敗北宣言を頂き、大変に盛
り上がりました。来年も行われますので、皆
様にもご参加頂きたいと思います。

2．「第7回日台ロータリー親善会議・福岡大会」開催の案内
日 時 2020年3月6日 14時～17時30分
会 場 ホテルニューオータニ博多
登録料 22,000円

3．東京あけぼのRCより幹事変更の案内が届いています。
4．東京サンライズ汐留RCより「健康管理セミナー」開催の案内が
届いています。
日 時 11月24日(日) 14時～16時
会 場 国際文化会館(六本木)
参加費 無料

5．米山奨学会より「冬の懇親パーティー」開催の案内が届いて
います。
日 時 12月7日(土) 17時30分～20時30分
会 場 明治記念館“２階・孔雀の間”
登録料 10,000円(事前振込要)

米山奨学金贈呈と挨拶
米山奨学生 ルレジオウル･スルタンさん
毎日忙しい時を過ごしています。研究は少

し遅れていて、これから
も頑張ります。

委員会・チーム報告
親睦活動出席チーム

親睦活動出席チーム
金井悦子 チームリーダー

篠 易男会員
鈴木一昭会員
斉藤 貢会員
平原保男会員
丸鶴信一会員

森谷晴一会員
志茂光男会員
井上隆彦会員
村山恒夫会員
西野利幸会員
日恵野裕之会員
森島徳幸会員
奥山雅英会員
高橋信隆会員

向山英雄会長夫人
大貫政義会員夫人

出席報告 斉藤雅徳 委員

会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５５名 ６名 ５５名 ４１名

事前メークアップ 本日の出席率

２名 ７４.１４％
事前メーク 鈴木(圭)会員、安保会員
メークアップ １１月７日分

西野会員、西川会員、植松会員

訂正 64.00% → ７０．００％

会員誕生日

左より 金井T．L、向山会長、篠会員
斉藤会員、平原会員、矢口幹事

結婚記念日

パートナー誕生日

左より 金井T．L、向山会長、日恵野会員、志茂会員
村山会員、森島会員、西野会員、矢口幹事

左より 矢口幹事、畢会員
スルタンさん、 向山会長

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



【卓 話】
講師紹介 矢口 完 幹事
皆様に資料を配付させて頂き

ました。お目通しをお願い致し
ます。昨年度「クラブ細則改正
委員会」が結成され、その中で
年会費について協議され、次年
度(今年度)改正されるべきとあ
り、9月26日第3回理事会におい
て協議、10月17日第4回理事会において協議･審議をして承
認されました。第6条入会金及び年会費、第2節年会費の金
額変更の件です。 ※その詳細は配付資料でご確認下さい。

テーマ「年会費について」 向山英雄 会長
資料に基づいて進めていきた

いと思います。昨年坡山会長が
ソロソロとおっしゃっておりました
が、私もこの立場になるに当たり
検証もさせて頂きました。実は幹
事を行ったときもいつかは枯渇
すると感じておりましたが、以後
そのままでした。今年度、私も予

算組みをするに当たり大変苦労致しました。次年度、次々年
度に引き継ぐに当たって、今年実行しないと継続できなくなる
と考え、今日に至りました。資料に多摩中グループの各クラブ
年会費を参考事例として上げてあります。
A３版資料(下図・配布資料でご確認下さい。)はクラブ運営会計等です。

※この間、項目ごとに向山会長より詳細な説明がありました。

現状は今、お話ししたような状態ですが、現在の残額は事
業会計剰余金、特別基金、周年年金剰余金、退職金積立金
などがあります。もし使うとすれば7年8年で枯渇する状況の中
で、今後どういう運営をしていけばいいのか、過去に全然必
要のない活動をしてきたわけではありません。必要なことは必
要なこととして昭島ロータリーとして活動すべきことはしっかりと
行うべきと考えています。
ここで、少しご負担にはなりますが、33万円にして頂くとい

ろいろなところで予算が組める、いままで出来なかった活動、
止めてしまった活動を復活させる事などが出来るのではない
かと思います。
過去に会長職をされた皆様には、ニコニコボックスという大

変なご負担の中でお勤め頂いたのではないかと思います。時
代も変わり、会長が大きな負担をしながら運営をしていくのも
どうなのかと考え、昭島ロータリー全体の会計構造を考えない
といけないと思い、この位の年会費値上げが妥当と考え、矢
口幹事から説明があった通りの経緯をたどり、先日の理事会
で承認を頂きました。
12月第1例会で皆様にお諮りしてどうするのかを決めていき

たいと思っています。
この問題は喫緊の問題として、次年度にこのままの状況で

引き継ぐ事は出来ないと云うこともあって、今日のこの時間を
とらせて頂きましたのでご理解頂きたいと思います。
12月の第1例会でお諮りするわけですが、今日この時間だ

けで資料などご覧頂いてもわからないところもあると思います
ので、矢口幹事、私(向山会長)にお話し頂ければご返事をさ
せて頂きます。
今日はこれで終わらせて頂きます。ありがとうございました。

閉会点鐘 向山英雄 会長

例会案内
１１月２８日(木)第２５２１回例会

卓話「ロータリー財団をもっと身近に」

社会奉仕職業奉仕チーム
職業奉仕セミナー報告

荒巻正康 チームリーダー
11月1日(金)14時30分より17時位まで東急

ベイホテルで行われました。3部構成で第1部
「ロータリーの職業奉仕を考える」、第2部「体
験職業奉仕」、第3部「職業奉仕の未来を語
る」についてスピーチがありました。今日は一

人でしたが、何人かで参加して話し合える方が
理解が増すような気がしました。
親睦活動出席チーム
クリスマス例会の案内

金井悦子 チームリーダー
日 時 12月19日(木)
皆様お誘い合わせの上、ご

参加頂けるようお願い致します。
「第23回歯の保健衛生講演会
“口腔ガンについて”」の案内 村山恒夫 会員
日 時 11月16日(土) 14時～
会 場 当昭和館

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 髙橋龍治 委員
向山会長 スルタンさんようこそ=

楽しんで下さい。
矢口幹事 スルタンさんようこそ>

本日は会長卓話です。
皆さん、よろしくお願い致します。

小山会員 １１月９日、皇居に髙橋君とご一緒
しました。“嵐”を見て、初めての万
歳三唱を延々と続けました。感激しました。

本日の合計 53,000円
累 計 867,010円
予算達成まで 1,432,990円

ロータリー情報雑誌チーム
「ロータリーの友」１１月号紹介

栄田不二雄 委員
【横組】3頁 RI会長メッセージは、国連とロー
タリーの関係と、ユニセフ、ユネスコ、WHOな
どパートナーとして協力していること、11月は“
ロータリー財団月間”であることを話されてい
ます。7頁～13頁はロータリー財団「世界でよいことをする」は
財団の役割について図解入りでわかりやすく説明されています。
【縦組】4頁、「ポリオ根絶に向けて 我がクラブの先輩」なども
合わせて、ぜひお目通し下さい。

青少年奉仕チーム
東京昭島RAC例会報告及び案内

雨倉寿久 委員
10月27日(日)にスポーツ例会が昭和記念

公園内“みんなの広場”で開催されました。
当例会は「ドッチビー」を行いました。
終了後に伊藤会長よりアクトについてなど話

されました。
今月の例会は、11月24日(日)「青少年フェスティバル例会」

と題して行われます。皆様のご参加をお願い致します。

新会員オリエンテーション
報 告 髙橋龍治 会員
10月29日(火)に参加して参りました。ロータ

リーの歴史の話、浅田豊久ガバナーからのご
挨拶などがありました。今後もロータリー活動
をしていきたいと思いますのでよろしくお願い
致します。


