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●本日の司会        （西野 勝介 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

●本日のお客様 
 
 

米山奨学生  

レ ホアン アンさん 

（米山奨学金授与） 
 
 
 

 

●新旧会長幹事バッヂ交換 
 

   
 

●前年度皆出席者記念品贈呈（平畑 秀東直前会長） 

 

 
荒川会員・石岡会員・工藤会員・佐藤会員・志賀会員・

岡野会員・小山会員・下田会員・小島会員・伊藤会員 

 
鈴木会員・田畑会員・中野会員・平畑会員・曳地会員・

本田会員・内藤会員・芳見会員・村野会員・前澤会員・

渡邉会員・西野会員 
 

星野会員 
 

●会務報告及び新年度所信表明（伊藤 満雄会長） 

 
 

6 月 17 日（火）ハイアットリー

ジェンシー東京にて開催された

第1回米山奨学委員長セミナーへ

荒川米山委員長に出席をしてい

ただきました。 

地区補助金が承認されました。

こちらは車椅子を送る事業に関

する補助金です。 

東京港南 RC と東京マリーン RC が合併をし、東京港南マ

リーン RC となりました。 
 

幹事を 1年間やらせていただき右往左往して皆さんにご

迷惑をお掛けしましたが、これから 1 年間会長として、

微力ではございますが、一所懸命やらせていただきます。 

テーマは「真心をつくす」ということです。ロータリー

の皆さんはそれぞれ職種が違う方が参集されております

ので、とにかく週 1 回の例会に参加をして、親睦を深め

ていただきたいと思います。私は何年か前に星野初代会

長と平畑直前会長に、出席はいいからとにかく入会をし

てくれと言われまして、入会をしたのですが、入会をし

てすぐ出席委員長にさせられ、休むわけにいかなくなり、

皆勤をすることで頑張ってきました。 

私は柔道しか知らないので、よく嘉納治五郎先生の話を

するのですが、嘉納先生は万延元年、神戸の造り酒屋の

息子として生まれ、16 歳で東京大学へ入り、柔術を学び

始めました。明治維新で柔術家達は仕事が無い時代でし

たが、嘉納先生は大学へ通いながら、毎日柔道に励んだ

そうです。そして、東大在学中に学習院の講師として赴

任され、そこで教育に目覚めて、「人の為になれ、国の為

になれ」と言う両親の言葉もあり、柔道を通して教育を

しようと尽力されました。東大を卒業されてからは、熊

本第五高等学校へ赴任され教鞭を取られました。熊本の
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柔道が強くなったのは、その頃からの教えが根付いてい

るというのもあります。その後、東京教育大学（現筑波

大学）の校長に就任しました。また、世界オリンピック

委員会の委員になり、あの幻の東京オリンピックの招致

に成功しました。1940 年の東京オリンピックは、戦争な

どの混乱で幻になってしまいましたが、1964 年にやっと

第 1 回東京オリンピックが開催されました。 

嘉納先生は教育とは「徳育 体育 知育」であると教育に

熱心な方でした。今の教育の現状はどうしても、塾だ塾

だと知育に偏向しがちです。戦後の日教組の教育は、徳

育をないがしろにしてきました。これは、アメリカの戦

後の占領政策の一番のポイントだったそうです。今にな

って、これではいけない、教育を立て直そうとやってお

りますが、本来の日本の在り方に戻そうという動きで右

翼でも何でもありません。これからでも遅くはないと思

います。 

ロータリーでも教育を立て直すために、25 周年でやった

ような講演会も良いのではないかと思います。また、当

クラブは青少年教室を長年やっております。 

私が「和を以って尊ぶ」というのは、一期一会、人は

財産だと指導者に言われてきたからです。ロータリーに

入って、色々な人とお会い出来て本当に良かったと思っ

ています。皆さん、1 年間ご協力の程、よろしくお願いい

たします。 
 

●幹事報告及び幹事挨拶   （小島 弘明幹事） 

 

多摩中各ロータリークラブか

ら例会変更のお知らせが、次々届

いております。昭島 RC は 8 月 7

日（木）・14 日（木）休会となり

ます。28 日（木）が夜間例会とな

ります。7 日（木）は、3 日（日）

の振替休会となりますので、くじ

ら祭で隣のテントに顔を出して

いただければメイクが出来ると思います。他の変更は、

事務局まで確認のうえ、メイクをしてください。 

4 月のロータリーレートは 102 円となっております。 

第 11 回 RYLA（ライラ）セミナーが 9 月 13 日（土）～

15 日（月）が開催されます。推薦者がおりましたら、幹

事か事務局までお願いいたします。 

昭島市推進委員会委員長より第 64回社会を明るくする

運動活動参加依頼についてお知らせがきております。7 月

6 日（日）高校野球予選会場、8 月 2 日（土）くじら祭会

場、にて広報活動をするそうです。 
 

先程、伊藤会長が仰っていた嘉納治五郎先生の遺訓「精

力善用」「自他共栄」ですが、自他共栄は昔から気を付け

て行っておりますので、幹事として、継続したいと思い

ます。会長の言葉を、各委員長及び委員会に滞りなく伝

えていきたいと思います。また、各委員長、委員会の辛

さ、苦しさというのも会長の耳に届けるようにしたいと

思います。 

伊藤会長は、「和を以って良しとする」ということ、青

少年野球教室、親睦委員会を中心に考えておられますの

で、これが成功するように陰で支えていきたいと思いま

す。至らぬ所はたくさんございますので、たくさんご指

導をいただきたいと思います。温かい支援の言葉をお願

いいたします。どうかよろしくお願いいたします。 

●前会長幹事へ感謝状及び記念品贈呈 
 

    
 

●委嘱状授与        （伊藤 満雄会長） 

 

 
 

内藤 征一 奉仕プロジェクト委員長   

村野 靜男 クラブ管理運営委員長 

本田 征勇 ロータリー財団委員長 

荒川 義昭 米山委員長 

志賀 義任 社会奉仕・環境保全委員長 

若杉 司 青少年委員長 

犀川 美佐緒 職業奉仕委員長 

曳地 義正 国際奉仕委員長 
 

 
 

前澤 外喜男 増強委員長 

下田 安治 情報委員長 

岡野 景子 広報・雑誌・ＩＴ委員長 

西野 勝介 ＳＡＡ 

石岡 孝光 親睦委員長 

工藤 開光 出席委員長 

佐藤 義弘 プログラム委員長   

指田 裕士 会報委員長 
 

●委員会報告 
 

★志賀 義任社会奉仕委員長 

ちょうど、ひと月後にくじら祭が開催されます。皆様

のところに帽子、ポロシャツ、提灯の購入についての FAX

をいたしました。締め切りを数日延ばしますので、注文

をされる方は、返信をお願いいたします。 
 

★西野 勝介 SAA 

7 月 4 日（金）19 時より SAA、親睦委員会、プログラ

ム委員会合同炉辺会議を開催いたします。場所の分から

ない方は、地図がございますのでお申し付けください。 



●出席報告      （工藤 開光出席委員長） 
 

 

会員数  45 名 
 

出席義務会員  43 名 
 

本日の出席 35 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 

 

7 月 9 日（水）新年度活動方針Ⅰ 
 

本田 征勇ロータリー財団委員長 

荒川 義昭米山委員長 

前澤 外喜男増強委員長 

工藤 開光出席委員長 

佐藤 義弘プログラム委員長  

指田 裕士会報委員長 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長） 

 
 

●ニコニコ BOX発表  （石岡 孝光親睦委員長） 
 

◎伊藤会長 伊藤・小島年度、一年間、よろしくお願い致します。 

◎浅見会員 伊藤新会長、小島幹事今年一年よろしくお願いします。 

◎今藤会員 伊藤会長、小島幹事、一年間宜しくお願い致します。楽しい一年でありますように。お休みすい

ません。 

◎小山会員 今年度、会長、幹事さん、これから一年間がんばって下さい。 

◎佐藤会員 伊藤会長 小島幹事 年度のスタートを祝して。 

◎内藤会員 会長、幹事、一年間宜しく、がんばって下さい。 

◎西野会員 伊藤会長、小島幹事のご活躍を期待いたします。皆様よろしく、お願いいたします。 

◎平畑会員 伊藤・小島年度の船出を祝して。やっとパスト会長会のお仲間入りが出来ました。宜しくお願い

致します。 

◎本田会員 伊藤会長、小島幹事、一年間宜しくお願いいたします。 

◎村野会員 伊藤会長・小島幹事の門出を祝して この一年を楽しくやりましょう。 

◎山中会員 伊藤会長小島幹事の船出を祝して。 

◎芳見会員 伊藤会長小島幹事様役員の皆様一年間よろしくお願い申し上げます。 

◎渡邉会員 伊藤会長・小島幹事年度の初例会を祝して。 

◎渡部会員 伊藤・小島年度の船出を祝して。 

○小島幹事 皆様、一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

○荒川会員 伊藤会長、小島幹事一年間よろしくお願いします。がんばってください。 

○石岡会員 伊藤会長、小島幹事、並びに理事役員の皆様一年間宜しくお願い致します。 

○岩本会員 会長、幹事の方一年間よろしくお願いします。 

○佐伯会員 伊藤会長 小島幹事 他役員の皆さん一年間頑張って下さい。 

○佐々木会員 今年も宜しくお願いします。 

○志賀会員 初例会を祝して！！今年度、社会奉仕委員長を仰せつかりました。皆様よろしく、お願いします。 

○下田会員 2014 年度伊藤会長、小島幹事の出船を祝して。 

○鈴木会員 伊藤会長、小島幹事、一年間よろしくお願い致します。 

○中野会員 伊藤会長小島幹事、役員の方、本年度もよろしくお願いします。 

○曳地会員 伊藤会長、小島幹事、宜しくお願いします。 

○前澤会員 伊藤・小島丸の船出を祝してニコニコ。 

○若杉会員 伊藤会長、小島幹事、一年間よろしくお願い致します。又、青少年委員の皆様一年間よろしくお

願い致します。 

・石川会員 伊藤会長、小島幹事の一年間のスタートを祝して。 

・宇田川会員 伊藤会長、小島幹事、一年間、よろしくお願いします。 

・岡野会員 伊藤会長、小島幹事よろしくお願いします。 

・犀川会員 伊藤会長、小島幹事、一年間よろしくお願いします！！ 

・指田会員 伊藤会長、小島幹事、一年間よろしくお願いします。 

・田畑会員 新年度よろしくお願いします。 
 
 

     
第 2 部懇親会 司会「石岡孝光親睦委員長」 乾杯「佐藤義弘パスト会長」 中締め「平畑秀東副会長」 


