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第２５２２回 ２０１９年１２月５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

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 斉藤正憲 会員

新会員入会式
バッヂ授与 日下部修一 様
新会員紹介

会員増強委員会
鈴木圭一 委員長

最近まで会員の日下部恵造
会員のご子息ご長男です。昭
和48年8月20日生まれ、46才
です。拓殖大学第一高校より

拓殖大学をご卒業。現在は日下部塗装の代表取
締役でご活躍中です。
新会員挨拶 日下部修一会員
本日、入会のご承認を頂き誠にありがとうござ

います。昭島RCの活動趣旨など理解して一日も
早く皆様のお仲間になれます様に、頑張りたい
と思います、ご指導のほど宜しくお願い致します。

来訪者紹介
本日はいらっしゃいません。

会務報告 向山英雄 会長
1．日下部修一会員、入会おめでとうございます。
2．12月に入って、私も半分終わることになります。
今日新しい組織が決まり、年が明けると新しい
組織が中心に活動が始まります。残りの半年
は次年度に続くべく活動をしていきたいと思っ
ております。

幹事報告 矢口 完 幹事
1．千葉台風19号義援金、首里城火災義援金の
協力お願いが届いています。

2．年次総会資料をポスティングさせて頂きました。
3．駐車場使用について12月19日より正面入口
一つになります。極力立体駐車場のご利用を
お願い致します。

4．東京小金井さくらRCより例会臨時変更の案内が届いています。
5．バギオ基金より2018年度事業報告書と基金への寄付のお
願いが届いています。

6．クリケットの町昭島サポータークラブよりワールドカップ壮行
会開催の案内が届いています。

7．2018-19年度一人100ドル寄付、ポリオよりバナーがロータ
リー財団より届いています。

アドバイザー委嘱状贈呈式
受贈者 荒巻正康 会員
(日下部修一新会員アドバイザー)

委員会・チーム報告
親睦活動出席チーム

井上隆彦会員
西川哲造会員
栁 賢司会員
相田禎延会員
竹前理英子会員
場崎浩一会員
雨倉寿久会員
髙橋文博会員

坡山浩二会員

菊池秀三会員夫人
荒巻正康会員夫人
小野正敏会員夫人
平原保男会員夫人

ロータリー情報・雑誌チーム
「ロータリーの友」12月号紹介 三田 忠 チームリーダー
【横組】12月の月間「疾病予防と治療月間」につ
いて7頁「元気に“R活動”を続けよう=」は、「がん
を予防するために」の9頁「がんを防ぐための12か
条」は特にお目通し下さい。48頁に「表紙につい
て」で詳しく書かれています。
【横組】19頁「友愛の広場」“感謝するより、感謝さ
れることの価値観”は私が特に興味があった記事です。
その他、4頁「AIと先端医療」「友愛の広場」などもお目通し、
ご一読下さい。

出席報告 場崎浩一 委員

会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５６名 ６名 ５０名 ４７名

事前メークアップ 本日の出席率

０名 ８７.０４％
事前メーク 植松会員、岡本会員、丸鶴会員
メークアップ なし

左より
向山会長
荒巻正康アドバイザー
矢口 完幹事

会員誕生日

結婚記念日

パートナー誕生日

左より 金井親睦T.L、向山会長、井上会員、栁会員
西川会員、相田会員、場崎会員、髙橋(文)会員
雨倉会員、矢口幹事

左より
金井親睦T.L
矢口幹事
坡山浩二会員
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



議 長 向山英雄 会長
定足数の確認 矢口 完 幹事

□議題 次年度役員理事の選出及び
クラブ細則改訂について

1．第1号議案 次年度役員理事の選出
平 雅徳 指名委員長

7月25日(木)、8月22日(木)、9月18日(水)の三
日間にわたり指名委員会で協議させて頂きまし
た。10月24日(木)理事会で協議頂き今日に至り
ました。

※質疑等なく採決に入る。向山議長より「賛成の方は拍手、の
要請」により、拍手多数となる。

２０２０-２０２１年度会長挨拶
栁 賢司次年度会長

昭島RCの名に恥じぬ様に、汚さぬ様に役員
理事の皆様と共に突き進んで参りたいと思って
おりますので、よろしくお願い致します。
ありがとうございます。

年次総会

会 長 柳 賢司
副会長 鈴木一昭
直前会長 向山英雄
会長エレクト 日恵野裕之
幹 事 平 雅徳
副幹事 野村芳樹 役員に準ずる
会 計 平原保男
会場監督(ＳＡＡ) 場崎浩一
奉仕プロジェクト委員長 日恵野裕之
青少年奉仕チーム 雨倉寿久
国際奉仕チーム 小野正敏
社会奉仕職業奉仕チーム 畢 煜
管理運営委員長 三田 忠
公共ｲﾒｰｼﾞ開発委員長 荒巻正康
会員増強委員長 大貫政義
Ｒ財団･米山奨学委員長 西川哲造
会計監査 候補者あり 役員に準ずる

役

員

理

事

2．第2号議案 クラブ細則改訂について
矢口 完 幹事

この件は、資料を配付させて頂きましたが、理
事会で協議して頂き、11月14日例会で皆様方と
協議させて頂きました「細則改定」についてよろ
しくお願い致します。
※現行細則は活動計画書でご確認下さい。
【改正案】
第６条 入会金及び年会費
第２節 年会費
３． 会費は年額33万円とする。但し、第１節第２項により入

会金の免除された会員は年額34万２千円とする。年会
費の半額を７月１日及び１月１日に納入すべきものとする。
年会費の中には会員が負担すべきＲＩ公式雑誌の購読
料が含まれる。

４． 新会員は、入会した月より月割りで会費を負担するもの
とする。尚、この細則は2020年～2021年度より適用する。

※質疑等なく採決に入る。向山議長より「この議案は重要事
項のため挙手でお願いします」となり、賛成多数となる。

3．その他 特になし
※その他について特になく、向山議長より「年次総会閉会」が
宣言される。

※時間が余り、向山会長より「半年の運営について、これから
の運営について、ロータリークラブについてなど」質疑の時
間に充てられるが、特になし。

閉会点鐘 向山英雄 会長

例会案内
１２月１９日(木)第２５２４回例会

クリスマス夜間例会
１２月２６日休会 / 新年は１月９日より

青少年奉仕チーム
東京昭島RAC例会案内

植松一良 チームリーダー
12月21日(土)RACの忘年会が行われます。メ

イク対象になりますので、ご参加をお願い致しま
す。東京府中、東京日野、東京八王子、東京昭

島、中央大学RACの合同忘年バーベキューです。
会場は国分寺・ピーナッツハウスで19時点鐘です。

親睦活動出席チーム
クリスマス例会･賀詞交歓例会案内

金井悦子 チームリーダー
クリスマス例会は12月19日(木)に行われます

が、プレゼント交換の3000円程度のお品をご持
参下さい。
1月9日(木)昭島まちづくり賀詞交歓会に例会として参加致

します。17時点鐘から30分で閉会後、賀詞交歓会に合流します。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 安保 満 委員
向山会長 日下部さん入会おめでとう。

よろしくお願いします。
矢口幹事 日下部修一様、入会おめでとうござ

います。これから、どうぞよろしくよろ
しくお願い致します。また、本日は年
次総会です。重ねてよろしくお願い
申し上げます。

小山会員 日下部修一さんの入会を祝し、ご活躍を期待して
います。

村山会員 日下部さんの入会を歓迎致します。ご活躍を期待
しています。

菊池会員 日下部さんの入会を歓迎します。今後の活躍を
期待します。

木野会員 日下部修一会員、入会おめでとうございます。
親父は先輩でした。修一会員は後輩です。
よろしく>

坡山会員 日下部修一様のご入会を心より歓迎致します。末
永いおつきあいをよろしくお願い申し上げます。

三田会員 本日2回目の「ロータリーの友」担当です。SAAの
木野さんから時間を守る様、キビシク云われまし
た。頑張ります。あと半年、よろしくお願いします。
日下部さん、ご入会おめでとうございます。
ローターアクト出身会員が増え心強いです。今後
ともよろしくお願いします。

日恵野会員 日下部さんの入会を祝して。
鈴木(圭)会員 入会会員のご入会を歓迎してニコニコ致します。
森島会員 日下部修一様の入会を祝って。これからもよろしく

お願いします。
栁 会員 日下部修ちゃん入会おめでとうございます。

一緒に楽しいロータリー活動をしましょうね=
平 会員 日下部会員、入会おめでとうございます。

また同じ会で活動できることを嬉しく思います。
今後とも宜しくお願い致します。

並木会員 日下部さん、入会おめでとうございます。=
荒巻会員 日下部修一様、入会おめでとうございます。
相田会員 日下部修一さん、入会おめでさうございます。
日下部会員 本日、入会させて頂きました。よろしくお願い致

します。
安保会員 日下部さん、入会おめでとうございます。共に活

動できることを楽しみにしております。
本日の合計 114,000円
累 計 1,080,010円
予算達成まで 1,219,990円


