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日  時：平成 27年 7月 8日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ         遠藤(常)委員長 

開会点鐘                 木島会長 

斉  唱： ロータリーソング「奉仕の理想」 

お客様の紹介                 木島会長 

 藤波 璋光様 パストガバナー補佐    

中里 芳治様 パストグループ幹事     

田中  靖様 東京小金井 RC 

高橋 正典様 東京国分寺 RC 

安保  満様 東京昭島 RC 

中島 秀夫様 東京立川こぶし RC 

冨澤 俊次様 東京井の頭 RC 

本多 幸雄様 東京武蔵国分寺 RC 

ご挨拶 藤波パストガバナー補佐  

木島さんとは、幹事をなさっていた 4 年前からに

なります。よろしくお願いいたします。 

中里パストグループ幹事  

木島さんは父親と同じ年で、お父さんの様な感じ

です。1年間頑張ってください。 

11-12 年度多摩中グループ 木島会長の同期幹事の

皆様より  

ご挨拶をいただきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告                    木島会長 

●地区 第 1回会長・幹事会 

 日時 7月 17日（金） 15時 

 場所 ザ・プリンスパークタワー東京 

 出席 会長・幹事 

●第 2回米山奨学生カウンセラーセミナー 

 日時 7月 21日（火）15時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 佐伯(和)米山奨学生カウンセラー 

●第 5回多摩中グループ協議会 

 日時 7月 21日（火）18時 

 場所 立川グランドホテル 

 出席 会長・幹事・事務局 

●全国ロータリー・ポリオプラス研修セミナーの 

ご案内 

 日時 8月 23日（日） 10時～16時 

 場所 増上寺 

 参加対象者 ポリオ撲滅に関心を持つロータリアン 

幹事報告                    本間幹事 

●多摩中グループ、各クラブの例会変更のお知らせは、

掲示板に掲載いたしますので、各自ご確認ください。 

●ガバナー月信は、今年度も地区ホームページに掲載

されます。7月号もアップされていますので、ご覧くだ

さい。 

●社会福祉協議会チャリティコンサートのチケット 10

枚クラブで購入いたしました。希望者はお申し出くだ

さい。7/18(土)社協ホールで開催。 

委員長報告    

 

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 

第 2238回例会 
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●小澤(谷)会員  会長・幹事を励ます会のご案内を

配布してあります。多数のご参加をお願いいたします。 

●社協担当：小川会員 社会福祉協議会 会員会費への

ご協力をお願いいたします。 

クラブフォーラム 

理事会報告                 

●2015-16 年度の期首会員数は 46 名です。6 月末に佐

伯有行会員が退会されました。 

●年会費のお願い 上期会費とR財団100ドル寄付を7

月中にお振込みをお願いいたします。 

●納涼家族例会について    寺澤親睦活動委員長 

横浜港ディナークルーズと職業奉仕委員会のカップヌ

ードルミュージアム見学です。ご参加をお願いいたし

ます。 

●新世代委員会「命の大切さ」中学生によるポスター

展に加え、今年度は小学生による作文集を作成する予

定です。 

●社会福祉協議会チャリティコンサートチケット・「平

成 27年度会員増強・会費のお願い」報告済み 

●新入会員について 公示済み。7/15 に入会式を行い

ます。会務分担は親睦活動委員会・職業奉仕委員会。 

ニコニコＢＯＸ         喜連(紘)親睦活動委員 

●多摩中グループ 2011-12 年度ガバナー補佐・グルー

プ幹事・同期幹事 木島会長ご就任おめでとうござい

ます。ご活躍を祈念しております。1年間、元気に会 

 

 

 

 

会長エレクト              内山健治 

 木島会長をしっかり支えて、自分

もエレクトとして勉強をしていきた

いと思っております。 

会長が掲げた「青春とは」の詩は私

も大好きで、20年前から事務所に飾

っています。翻訳者が違うのか「若

さとは」になっております。若さとは人生の或る期間

をいうのではなく、心のひとつの持ち方を言うのだ。

素晴らしいテーマを掲げたと思っています。サブタイ

トルにある「あと世代のために」ロータリークラブが

何を成すべきか考えるのかと、会長の真意に基づいて、 

しっかりしていきたいと思っております。1年間よろ

しくお願いをいたします。 

 

 

 

 

長職を全うして下さい。 

●木島会長 今日は第 2 回目の例会です。前回よりも

落着いていられそうです。多摩中グループ元藤波ガバ

ナー補佐、中里グループ幹事、同期幹事の皆さま、わ 

ざわざのご来訪ありがとうございます。何とかやって

行きます。 

●本間幹事 本日は 2011-12年度藤波パストガバナー

補佐、中里パストグループ幹事、また木島会長の同期

幹事の皆様のご来訪ありがとうございます。 

●津戸会員 木島会長の幹事時代の藤波ガバナー補

佐、始め各クラブの幹事さんのご来訪心から歓迎いた

します。 

●宗村会員 本日地区米山記念奨学委員長会に出席

する都合、途中退席いたします。よろしく。 

●秋廣会員 木島・本間丸の快調な舟出を心からお喜

び申し上げます。1年間の充実したクラブ運営に期待し

ております。藤波パストガバナー補佐、中里パストグ

ループ幹事並びに同期幹事の皆さま、御苦労様です。 

●遠藤常臣会員 木島会長との同期の幹事様等、御来

訪歓迎致します。 

ニコニコ BOX 合計 28,000円 累計 131,000円 

出席報告            高柳出席奨励委員 

  ７月８日 在籍４６中  出席３７名   

  前々回（6月 24日）規定休会       

閉会点鐘                 木島会長 

 

 

 

 

副会長・クラブ管理運営理事       小澤谷守 

副会長としては、会長を支えてい

きたいと思っております。 

クラブ運営の基盤であります、ＳＡ

Ａ・親睦活動・出席・クラブ会報・

プログラム、５委員会の活動を円滑 

に進めることによって、例会を充実

したものになるものでありますから、各委員会の計画等

をきちんと把握しながら、私の精一杯の経験中で、精一

杯のアドバイスをして、親睦を深めながら頑張っていき 

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

会計理事                秋廣道郎 

 厳正かつ健全な運営を旨として、

その執行に際しては、理事会の決定

に従い、クラブ及び各委員会の活動

が円滑に行われるよう努力いたしま

す。 

理事・委員長 就任挨拶 ① 
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 特に、50周年記念行事に向けて堅実な積立を行います。

新たな気持ちで、会計の健全化をめざします。そのため

には、特に退会防止と会員の増強が基本になりますので、

これを全員の目標としていきたいです。そしてニコニコ

ボックスの充実をめざします。 

追：久邇邦昭 元ガバナーの出版された本の紹介「少年

皇族の見た戦争」宮家に生まれ一市民として生きた我が

生涯 関心のある方は読んでみてください。 

 

ＳＡＡ委員長              遠藤常臣 

クラブ方針の徹底と規律ある例

会運営に努めます。事業計画とし

て、例会欠席連絡・早退などの確

認、  毎月第一例会に国歌・四つ

のテストの唱和、ロータリーソン

グを月毎に変更、例会前と食事中

15分くらい軽音楽を流す、来客の対応を図ります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

会員組織理事              小川 誠 

ロータリー情報と会員増強の 2委

員会があります。すでに新会員 1名

の入会が決まっているようですが、

50名に近づけられればいいかと思

っております。 

今年度 木島会長の気迫のこもっ

たターゲット“もう一度青春！地域のために、あと世代

のために”の実践にはクラブ組織の拡充と会員増強を

一生懸命にやっていきたいと思っております。皆さんで

増強をお願いいたします。 

 

クラブ広報理事             関 重寿 

広報委員会の役割はロータリーに

関する情報を一般の人々に伝え、ク

ラブ奉仕活動を広報するための計画

を立案、実行することです。 

 効果的な広報を行うことによって、

地域社会のニーズに取り組むロータ

リーの活動を多くの人々に知ってもらうことだと思い

ます、したがって岡本貞雄委員長、委員会委員と協議し

先に述べた事柄を着実に実行したいと思います。広報の

予算が多くはないので、50周年式典に向けて、合理的な

広報ができるかの計画を立てていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

奉仕プロジェクト理事          喜連紘子 

 奉仕プロジェクトは職業奉仕・社

会奉仕・国際奉仕・ 新世代の４委員

会の委員長・委員の方がそれぞれ奉

仕の理念に基づいて、各事業計画を

立てています。私はその事業が円滑

に進められるように、この１年間全

力をあげて応援してやっていいたいと思っています。 

 各事業を行うに当たっては、会員皆様の参加・ご協力

を頂き、事業を達成する過程で青春時代の熱い心が蘇っ

てくるよう共に活動します。よろしくお願いいたします。 

 

米山奨学・Ｒ財団理事          吉野利春 

当クラブは、過去には米山・財団

に対して多大の貢献をした経緯がご

ざいます。再度、皆様には両委員会

の趣旨をご理解いただきまして、今

後ともご支援をお願いしたいと思い

ます。 

今年度も財団の補助金を利用できるようになりまし

た。米山奨学委員会・ロータリー財団の理解促進に努め

ると共に、両委員会の委員長をサポートしていきます。

今後とも、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

直前会長                岡本正伸 

 昨年度は遠藤幹事共々お世話にな

りまして、ありがとうございました。  

 今年度は会長・幹事をしっかり補

佐しまして、去年の自分の失敗・成

功をお伝えして、同じ轍は踏まない

よう支えていきます。 

 

2015-16 年度よねやま親善大使 - 4 人の大使が活動- 

6 月１日、第 2 代よねやま親善大使オリエンテーショ

ンを開催し、新しい親善大使へロータリーや米山記念奨

学事業について研修を行ったほか、初代親善大使の楊さ

んから｢先輩からの体験談｣を話していただきました。翌

2 日の理事会開催前にはよねやま親善大使の任命式が行

われ、全国各地区の理事の前で、小沢理事長から委嘱状

が手渡されました。また、この 6 月で退任する初代よね

やま親善大使・尤銘煌さんには感謝の盾が贈られました。

尤さんの 2 年間にわたる活躍に感謝申し上げます。 

2015-16 年度は 4 人のよねやま親

善大使が米山記念奨学事業をＰＲし

ます。地区の米山関連行事にぜひお

呼びください。招へいのご相談は当

会事務局広報担当まで。 抜粋：ハイライトよねやまより 


