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●本日の司会        （荒川 義昭 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （渡邉 信義会長） 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

吉田 純夫 様（東京三鷹ロータリークラブ） 

横手 好一 様（東京立川ロータリークラブ） 

神谷 征兒 様（東京小金井ロータリークラブ） 

白石 良智 様（東京三鷹ロータリークラブ） 

大貫 政義 様（東京昭島ロータリークラブ） 

本間 康彦 様（東京国立ロータリークラブ） 

森田 善文 様（東京立川こぶしロータリークラブ） 

相澤 豪 様（東京井の頭ロータリークラブ） 

髙良 茂 様（東京武蔵国分寺ロータリークラブ） 

是枝 嗣人 様（東京小金井さくらロータリークラブ） 

内山 肇 様（東京国立白うめロータリークラブ） 
 

米山奨学生 レーボリ カリン イレネさん 

（米山奨学金授与） 
 

●お客様ご挨拶 （東京立川 RC 横手 好一様） 
 

皆さん、こんばんは。2015-16 年度の幹事会のメンバー

です。渡邉会長が前年度幹事でしたので、就任のお祝いに

駆け付けました。1 年間、大変だと思いますが持ち前のバ

イタリティーで頑張っていただきたいと思います。本日

は、初例会おめでとうございます。 
 

 

●新旧会長幹事バッヂ交換 

 

 
 

●前会長幹事へ感謝状及び記念品贈呈 

 

  
 

●前年度皆出席者記念品贈呈（今藤 貫徳直前会長） 
 

 
伊藤会員・今藤会員・岡野景子会員・小山寿会員 

犀川会員・内藤会員・星野会員・本田会員・佐々木会員 

志賀会員・前澤会員・山中会員・渡邉会員 

 

●地区役職委嘱状授与 

 

 
渡邉信義 米山記念奨学委員会・米山推進委員会委員 

2016 年（平成 27年）7月 6 日（水） 

第 1287回例会報告 



●会務報告「新年度所信表明」 （渡邉 信義会長） 

 

 
 

私は、平成 21 年 1 月 1 日に、昭島中央ロータリークラ

ブへ入会をさせていただきました。その前にもお誘いを

受けていたのですが、現役では難しいのでと断わり続け

ておりました。入会の半年前に、リタイアをいたしまして、

それを見計らっていたかのように、村野会員に誘われま

した。ゴルフのコンペで、熱心なお誘いを受けて入会いた

しました。私の父親も兄も昭島ロータリークラブに入会

をさせていただいておりましたので、ロータリーってこ

のようなものだろうなあ、と思っておりました。その時は、

ロータリーというのは、功成り名遂げた人が、お世話にな

ったのでお返しをしたいということで、入会をしている

のだなと思っておりました。この 7 年半で、これは間違

っていたなと気が付きました。皆さん現役で大変な中、

色々なことに活動をされています。私は、それを逃げてい

たと反省しております。 

 さて、今年度ですが、国際ロータリーのジョン F.ジャー

ム会長は、「人類に奉仕するロータリー」をテーマに活動

をしていくことを謳っております。ロータリーの綱領に

は、全ての項目に「奉仕」という言葉が使われております。

「奉仕」の本当の意味とは何なのかと一昨日、図書館に行

って調べてまいりました。三省堂の国語辞典では、「1.社

会、お客様などに尽くすこと 2.値段を安くすること」と

書いてありました。新明解国語辞典では「1.報酬を度外視

して国家、社会、人の為に尽くすこと 2.商人が安い値段

で売ること」と書いてありました。どうやら、「人の為に

尽くす」ということが奉仕なのだろうと分かってきまし

た。では、「尽くす」とは何なのか、こちらも調べてみま

した。それは、限りあるもの、持っているものを全て出す

ことだそうです。また、辛くても我慢して働いたり、世話

をしたりすることだそうです。 

 そうすると、ロータリーでいう「奉仕」とは、私なりに

解釈をすると、自分で持っているものを人の為に行動や

活動をすることなのだと思います。そのような解釈で、こ

の 1 年間、自分なりに頑張ってみたいと思います。 

 今年度のクラブテーマとして、「楽しく活動するクラブ

“出席率 80％達成”」を掲げております。これは、例会や

炉辺などの活動が、クラブの人達が楽しいと感じてもら

えるように、会を運営していこうと、自分に言っているこ

とです。楽しいと思って活動をしていただければ、きっと

80％を達成出来るのではないかと思っています。小学校

の頃、運動会や遠足は楽しかったと思います。しかし、楽

しかった思い出というのは、先生に殴られたり、廊下に立

たされたりとそんなことが楽しく思い出されてしまうの

ではないでしょうか。その時に辛くて大変なことを乗り

越えたら、楽しみがあるのかなと思います。 

 この 1 年間は、私にとって辛いことだらけの気がしま

す。1 年終わった最終例会で、この 1 年間がとても楽しか

ったと思える自分に成長出来たら良いなと思っています。

それには、皆さんの協力があってこそだと思います。1 年

間、温かくご支援をいただければと思います。 

●幹事報告及び幹事挨拶   （佐々木 稔郎幹事） 

 

 こんばんは、幹事会の皆様、本

日はご来訪ありがとうございま

す。はじめに、幹事報告をさせて

いただきます。 
 
 
 
 

 

※バギオ基金創立 35 周年記念祝賀会のご案内 

日時 2016 年 9 月 13 日（火）18：00～20：00 

場所 ホテルニューオータニ「鳳凰の間」 

会費 13,000 円 
 

※第 66 回“社会を明るくする運動”活動参加依頼 

昭島市大会 7 月 24 日（日）開会式 10：00～ 

市民ロビーにて 
 

多摩中各クラブより、例会変更のお知らせが届いてお

ります。メイクアップを希望される方は、事務局までお問

い合わせください。 
 

6 月 27 日（月）親睦委員会、7 月 5 日（火）社会奉仕

委員会の炉辺が開催されました。 
 

社会奉仕委員会の鈴木委員長と指田副委員長が、くじ

ら祭の打ち合わせを商工会と行いました。 
 

新年度に当たりまして、幹事の心積もりを 2 つほど述

べさせていただきます。1 つは、渡邉会長の「楽しく活動

するクラブ」の目標のために、楽しい中にも格式を持って、

バランスを取りながら、渡邉丸が遭難しないように、努め

ようと思っております。2 つ目は、会員の１人１人が充実

したクラブライフを送れるよう、我々の周りで場所を問

わず、意にそぐわない生活をしている人がたくさんおり

ますので、その人達に目配りをし、必要な奉仕活動をプロ

ジェクトすることだと考えています。先人達のご指導を

受けまして、感謝を持ってやっていこうと思います。昭島

中央ロータリークラブの新しい道が開けますよう、期待

して、皆様と協力してやってまいりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
 

●出席報告      （田畑 勝久出席委員長） 
 

 
 

会員数  47 名 出席義務会員 45 名 

本日の出席 47 名（メイクによる出席者数を除く） 

  



●委員会報告 
 

※鈴木 栄社会奉仕委員長 

先日、くじら祭の出欠の案内を

出しました。締切りが 7月 8 日（金）

となっておりますので、返信が未

だの方は、締切りまでに必ず返信

をよろしくお願いいたします。 
 
 
 

 

※内藤 征一 PP 会 会長 

今藤年度の時に、30 周年の実行委員長が決まっておりま

すので、ご紹介いたします。 
 

30 周年実行委員長 西野 勝介会員 

会長   佐々木 稔郎会員 

幹事   岡野 景子会員 

 
 

●次週例会予定 （伊藤 満雄プログラム委員長） 
 

 
 

7 月 13 日（水） 

新年度 各委員長活動報告Ⅰ 
 
 
 
 

 

●閉会点鐘         （渡邉 信義会長）
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
  

第 2 部 懇親会 



 
 
 

●ニコニコ BOX発表  （岡野 景子親睦副委員長） 
 
 

◎◎2015-2016 年度多摩中グループ幹事会 

2015-16 年度多摩中グループ幹事会 11 名全員で渡邉会長の就任祝にかけつけました。 

初例会おめでとうございます。 

 

◎◎◎星野会員 渡邉年度 初例会を祝し 

◎渡邉会長 ドキドキの点鐘でした。1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

◎伊藤会員 渡邉丸の船出を祝し 

◎今藤会員 渡邉会長、佐々木幹事 出発～。 

◎佐藤会員 渡邉・佐々木年度の船出を祝して。 

◎下田安治会員 2016-17 年度 渡邉、佐々木年度 初例会を祝います 

◎内藤会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間、宜しくお願い致します。 

◎本田会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間、宜しくお願いいたします。 

◎村野会員 渡邉会長・佐々木幹事をはじめ役員、理事の皆様の船出を祝して 

◎山中会員 渡邉会長、佐々木幹事 初例会を祝して。 

徳洲会病院 津乗様お世話になりました。順調に回復しています。 

○佐々木幹事 1 年間宜しくお願いいたします。 

○荒川会員 渡邉会長、佐々木幹事、また、会員の皆様 1 年間よろしくお願い致します。 

○岩本会員 初例会を祝して。 

○宇田川会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○岡野和弘会員 新年度もよろしくお願い致します。 

○小島会員 渡邉会長、佐々木幹事の船出を祝して！！ 

○小山会員 会長・幹事 1 年間頑張って下さい。 

○犀川会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○志賀会員 初例会をお祝いします。渡邉会長、佐々木幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○柴田会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間宜しくお願いいたします。 

○下田育立会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間宜しくお願いします。 

○鈴木会員 1 年間よろしくお願い致します。 

○田畑会員 渡邉年度、初例会を、祝して！ 1 年間よろしくお願いします。 

○中野会員 渡邉会長、佐々木幹事、今年度 1 年間よろしくお願い致します。 

○中村会員 渡邉会長、佐々木幹事様 1 年間どうぞよろしくお願い致します。 

○西野会員 渡邉会長、佐々木幹事の活躍を期待します。 

○曳地会員 渡邉・佐々木年度の発足を祝って 

○若杉会員 渡邉会長、佐々木幹事、又会員の皆様 1 年間よろしくお願い致します。 

・足立会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間よろしくお願いします。 

・岡野景子会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間よろしくお願いします。 

・指田会員 渡邉会長、佐々木幹事、今年度よろしくお願いします。 

・吉野会員 渡邉会長、佐々木幹事、1 年間よろしくお願いします。 


