
2014～2015 年度クラブ運営方針 

「真心をつくす」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （西野 勝介 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

●ロータリーソング「四つのテスト」斉唱 
 

●本日の唱歌「五木の子守唄」斉唱 
 

ソングリーダー 田畑 勝久会員 
 

●本日のお客様 
 

東京サンライズ汐留ロータリークラブ 

洪 崇富様 
 

OLPE-BIGGESEE ロータリークラブ（ドイツ） 

Wilhelm Dyckerhoff 様 
 

●会長の時間        （伊藤 満雄会長） 
 

今夜は、皆さんと 1200 回例会

達成を祝いたいと思います。 

昭島中央ロータリークラブが創

立されたのは平成 2 年で、ちょう

ど、バブル崩壊直前でまだ好景気

の余韻が残っていた頃だと思い

ます。当時の世相としましては、

佐川急便事件やリクルート事件

など、大きな疑獄事件が起き、大物の政治家が相次ぎ逮

捕されました。その筆頭は金丸信でしたが、結局、略式

起訴となりました。そして、自民党政権が崩壊し、細川

内閣が誕生したわけです。 

ですから、あまりに奢りすぎても、汚職事件などが起き

てしまいます。前回も大多数を取りすぎたため、奢りす

ぎてその後 2 年くらい冷や飯を食わされて、反省をした

ので、先生方も今度はしっかりやってくれると思います。 

●ご案内 

東京サンライズ汐留 RC 洪 崇富様 
 

皆さんこんばんは。私は、東京

中央ロータリークラブの元会員で、

台湾出身です。本日は新クラブ「東

京サンライズ汐留ロータリークラ

ブ」設立のご案内にまいりました。

スポンサークラブは、グアムサン

ライズロータリークラブで、第

2750 地区で初めて海外のグルー

プ（PBG)に所属し、活動拠点を日本とするクラブです。

私は、この新しいクラブで SAA を務める予定でございま

す。2750 地区にある PBG の地域では、貧困を抱え、支援

を必要とする島々がたくさん存在しております。東京で

活動をする PBG があることにより、今まで支援が行き届

かなかった、それらの問題が解消できるのではと考えて

おります。是非、皆様に新しいクラブのお披露目に参加

していただ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。 

※チャーターナイト 11 月 17 日（月）18：00～ 

ロイヤルパークホテル 3F 締切 10 月 31 日（金） 
 

●ご挨拶 

OLPE-BIGGESEE RC Wilhelm Dyckerhoff 様 
 

私は、ドイツのケルンの郊外のロータリークラブから

やってまいりました。40 人のメンバーで、40 年の歴史を

持っています。今回は出張でこちらにまいりました。ロ

ータリーの仲間にお会いできるということで、お邪魔を

しました。アイフォンで今夜例会をやっているクラブを

検索して、こちらのクラブを見つけました。今、六本木

ヒルズに滞在しておりますが、2 時間くらいかけてこちら

にやってきました。温かく迎えていただき、ありがとう

ございます。 

 

 
～バナー交換～ 

2014 年（平成 26年）10月 8 日（水） 

第 1201 回 例会報告 
 



●幹事報告         （小島 弘明幹事） 
 

10 月 10 日（金）RLI パート 1

（国立オリンピック記念青少年

総合センター）へ渡邉副幹事に参

加をしていただきます。 
 

※多摩中グループ例会変更 

（立川 RC）10 月 17 日（金）→優

良職業人表彰（夜間）に振替、（小

金井 RC）→2500 回記念例会（夜間）に振替、（国分寺 RC）

10 月 14 日（火）→移動例会（メイクアップ不可）、（三鷹

RC）10 月 28 日（火）→10 月 27 日（月）へ振替（ガバナ

ー公式訪問合同移動例会）、（国立 RC）10 月 15 日（水）

→スポーツ家族例会、（立川こぶし RC）10 月 21 日（火）

→10 月 17 日（金）、18 日（土）親睦旅行に振替、（武蔵

国分寺 RC）10 月 20 日（月）→10 月 21 日（火）へ振替

（ガバナー公式訪問） 
 

●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 43 名 

 

（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告   （曳地 義正国際奉仕委員長） 
 

先日、FAX にてお知らせした通

り、10 月 19 日（日）10 時より、

第 2 回の車椅子整備を行います。

出欠のお返事がまだの方は、返信

をお願いいたします。 
 
 
 

 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 
 

10 月 15 日（水） 
 

「濱仲幸弘ガバナー補佐訪問」 

クラブ協議会 
 
 
 
 

 

●卓話 
 

★芳見 貞夫パスト会長 

25 周年経ちますと、歳も取りま

して、あの当時の若さと今を比較

すると、果てもない世の中に生ま

れてきてしまったなあと感じま

す。というのは、あまり難しい勉

強をしても頭の中に入らないか

らです。「奉仕の理想」とは簡単

に言いますが、「四つのテスト」

だってなかなか出来るものでは

ありません。公平な目で見ると、自分の主義、主張が通

らない。政治の世界もそうです。私はロータリアンとし

て、バッヂを付けて皆さんと色々な事をさせていただき

ました。私が入った頃は平成の初めで、25 年経ってみる

と、世の中がとても変わっているように思います。その

現実から逃れるのではなく、経験を生かして、これから

先どのような形を取っていったら良いのか、皆様方と一

緒に勉強をして、ボケないようにしなければならないと

思っています。 

私は 1935 年生まれです。満で 79 歳まで元気でいられ

ました。自分ながら思います。お酒も身体に悪いから止

めた方がいいと家族にも言われます。でも、飲みながら

でも、現在生きています。まだ足し算くらいは覚えてい

ます。難しいことは自分の頭から遠ざけて、やはり苦労

したことは自慢してもいいと思います。しかし、暗くな

ってしまいますから、その苦労を笑いながら話せる場が

欲しいと思います。これから是非、若い皆様方の考えも

教えていただいて、リードしていただき、年寄りらしく

生きようということに専念したいと思います。 

ロータリーについては、会長さんが変わるたびに方針

も変わります。それでも基本は変わりません。最初はお

金もなくて、ずいぶん苦労をしました。スポンサークラ

ブは昭島ロータリークラブですから、あの当時は親子の

関係で、親クラブ、子クラブという呼び方でした。しか

し、段々とよそのクラブとお付き合いをしたり、地区大

会などに行ってみると、中央ロータリーもいつまでも子

供ではないなと思います。もう立派なクラブとして成長

しました。それは、初代会長を始め、会長さん、役員の

方々、会員の皆さんの協力のお陰です。最近の話ですが、

くじら祭では、皆さんの、子供達や父兄への応対に感心

をしました。平和な日本をこれからも続けるためには、

難しいことは抜きにして、楽しい例会を続けていくこと

だと思います。 
 

★小山 寿パスト会長 

私は田舎が秋田ですが、二十歳

になって何が出来るだろうと考

え、首都東京の若者は何を考え、

どんな仕事をして、どんな家に住

んでいるのか、知りたくて東京に

出てきました。電気を付けて仕事

をしている所へ行き、仕事はない

かと聞きましたら、忙しいからち

ょうどよいと言われ、仕事を紹介してもらいました。そ

れが最初の仕事で、次は浅草の観音様へ行って仕事をし

ました。真面目ですから、徹底して仕事をします。1 週間

もすると、職人さんは私に付いてこられません。それで

23 の時から社長をやって、人使い商売を始めるわけです。

それから、47 歳で肝臓の具合が悪くなり、身体を壊して、

48 歳で仕事を休業しました。新宿に事務所を借りまして、

287 名の若い衆がいて、徹底的に仕事をしたら身体を壊し

てしまいました。最後は入退院をして、目が見えなくな

り、運転が出来なくなりました。 

ロータリーのことと言いますと、仕事を休業してから、

奉仕の世界に入りました。色々な団体の会長や委員長を

やって、馬鹿正直にやってきました。ロータリーは最初

40 名で作りました。星野さんが初代会長で私は出席委員

長を務めました。どうしたらいいものかと考え、例会が

終わると、欠席者を紙に書き、会長にソフトに出席を促

すように電話をしてもらいました。例会の度に、それを

やりました。それを続けると、1 番欠席した時で 3 名でし

た。常に 90％代でした。そのような時代でした。私のや



ったことは良かったのだなと、現在は思っています。 

それから 5 周年の時に、5 年間無欠席だということで芳

見会長に感謝状をいただきました。10 周年の時にも無欠

席ということで下田会長に感謝状をいただきました。こ

れはメイクを入れていません。メイクを入れると 200％に

なるでしょう。それから、6 年くらい経ちますと、暇なも

のですから、昭島の色々な会長や委員長を押し付けられ

ます。それで忙しくなってしまい、時の会長さんに頼ん

で出席免除会員にしてもらいました。しかし、免除会員

だからと言って出席しないのはよくありません。休むの

は 1 年に 1 回か 2 回です。今でも、会長友達や幹事友達

とお付き合いがありますから、色々な情報が入ってきま

す。だからと言って、クラブにああだこうだとは言いま

せん。私も歳ですから、よたよたしながら例会に参加し

ています。出来る限り、一生懸命参加をして、皆さんと

お話をしたいと思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。 
 
 

●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 1200 回例会達成おめでとうございます。 

〇小島幹事 第 1200 回達成記念例会を祝して。 

〇浅見会員 1200 回おめでとうございます。芳見パスト会長・小山パスト会長、卓話ありがとうございます。 

〇佐々木会員 1200 回おめでとうございます。 

〇佐藤会員 1200 回達成例会おめでとうございます 

〇神野会員 1200 回記念を祝します。これからもよろしくお願いします。 

〇曳地会員 1200 回記念例会を祝って。 

〇渡邉会員 例会の 1200 回達成を祝して 

・石岡会員 第 1200 回達成記念例会を祝して 

・石川会員 パスト会長の卓話を聞かせていただきましてありがとうございました。 

・大久保会員 1200 回達成を祝して。 

・岡野会員 1200 回おめでとうございます。 

・小山会員 

・指田会員 星野パスト会長 芳見パスト会長 小山パスト会長 本日は卓話ありがとうございました。 

・志賀会員 1200 回例会を祝して！！ 

・西野会員 祝、1200 回達成記念例会 

・前澤会員 例会 1200 回を記念してニコニコします。 

・山中会員 星野初代会長、芳見パスト会長、小山パスト会長の卓話楽しみです 

 

 

1200 回達成記念例会 懇親会 


