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●本日の司会        （佐藤 義弘副SAA） 

 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

● 5 月の唱歌「みかんの花咲く丘」 

 

※佐々木 稔郎会員のリクエスト 
 

♪みかんの花が 咲いている 思い出の道 丘の道 

はるかに見える 青い海 お舟が遠く かすんでる♪ 
 

●本日のお客様 
 

伊藤 僡彦様（東京昭島ロータリークラブ） 
 

●入会式         （津乗 正勝新会員） 
 

 
※ご挨拶 

今日は、ロータリークラブに入会をさせていただき、

本当にありがとうございます。今年の 9 月 1 日で、病院

が出来てちょうど 10 年になります。病院設立の際には、

平畑院長をはじめ、皆様に大変お世話になりました。今

後も頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いい

たします。 

●幹事報告         （小島 弘明幹事） 

 

ネパール連邦民主共和国の巨大地震・震災被害義捐金

はクラブから寄付をすることが、理事会にて決定いたし

ました。6 月 3 日（水）昭島 RC との合同例会は、18 時半

に開会点鐘となりますので、お間違えの無いようお願い

いたします。 

※多摩中グループ例会変更 

（昭島 RC）6 月 4 日（木）→6 月 3 日（水）昭島中央 RC

との夜間合同例会に振替、（国立 RC）5 月 27 日（水）→5

月 24 日（日）親睦旅行に振替、（立川こぶし RC）6 月 2

日（火）→理事会裁量による振替 

●新会員卓話 

※下田 育立会員 

簡単に自己紹介をさせていた

だきます。私は、武蔵村山に住ん

でおり、妻と中学校 3 年生の息子

と小学校 5 年生の娘がおります。

自宅は二世帯住宅で、私の父と母

も一緒に住んでいるので 6人家族

です。 

私は、3 年前まで立川の南口で

飲食店を経営しておりました。義父である伊藤会長から

紹介されて、昭島でデイサービスを一緒にやることとな

りました。現在、私は、デイケアセンターASO 昭島の施

設長として勤務しております。 

多くのお年寄りの方が、毎日、デイサービスに通われ

ています。現在、高齢化が進んでいて、2025 年問題など

もありますが、高齢者が増え、晩婚化も進んでいます。

そのような問題を、日本全体で変えていかなければいけ

ないと常々思っています。 

話は変わりますが、先日、伊藤会長からゴルフクラブ

をいただきました。ゴルフは経験がないのですが、自宅

で少し素振りなどをして練習をしています。是非、皆さ

んにご指導いただければと思います。今後ともよろしく

お願いいたします。 
 

※中村 重昭会員 

今年の 4 月に皆さんのお仲間に

入れていただきました、扶桑管理

サービスの中村です。 

私が今の会社に勤めて 33 年、

昭島の市民になりまして 10 年が

経ちました。これからお世話にな

った昭島に、昭島中央ロータリー

クラブの会員として、少しでも恩

を返せるように頑張ってまいります。 

私の趣味のお話をさせていただきます。私は剣道をや

っていますが、子供の頃からやっていたわけではありま

せん。39 歳の時に、長男が小学校 5 年生くらいで、何か

子どもとスタートラインを一緒に始められるものはない

かと探しました。当時住んでいた八王子に、剣道道場が

ございまして、そこに通うようになりました。子供とい

うのは、非常に呑み込みが早く、すぐに覚えてしまいま

す。 

そちらの道場で、同じように始めたお仲間が増えまし

て、今年でちょうど 23 年続けてこられました。試合など

もあり、すぐに負けてしまうのですが、剣道には昇段審

査というものがあり、散々落ちてきましたが、7 年ほど前
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にやっと五段まで取ることが出来ました。ここ 1 年くら

いなかなか稽古が出来ていません。もう 1 つの趣味のゴ

ルフに力を入れています。皆さんのお仲間に入れてもら

えるようやっていますが、なかなか上手くならないのが

現状です。 
 

※岡野 和弘会員 

今年の 1月に入会しました弁護

士の岡野和弘と申します。よろし

くお願いいたします。早いもので

入会してから 5ヶ月が経ちました

ので、今回は私が入会してから感

じていることを少しお話させて

いただきます。 

「住めば都」という諺がありま

すが、私にとって昭島は「通えば都」となってきたかな

と思います。というのも、私は職場が立川で、自宅が吉

祥寺界隈、出身が千葉県の市川ですので、昭島とは縁が

全くありませんでした。わずかな縁と言いますと、昭島

駅前の高層マンションに友達家族が住んでいて、そこに

遊びに行ったことがあるということと、私は弁護士会多

摩支部の副支部長に就いておるので、3 年連続で昭島市役

所の秘書広報課にご挨拶に伺っていること、刑事事件の

弁護人として被疑者被告人が拘留されている昭島警察署

に通ったということです。 

それが、毎週 1 回昭島に通うようになりまして、これ

までの卓話で警察署長や消防署長や教育長など昭島の行

政に深く関わっている方々の話を身近に聞くことが出来

ました。私が住む武蔵野市では、このような方々とお近

づきになったことは無いわけでして、このような経験も

ロータリーならではと思います。 

会員の皆さんは、例会に出席すれば気さくに声を掛け

ていただき、卓話も楽しく聞いております。飲み会でも

楽しく飲んでいます。そのようなことで、段々昭島が身

近に感じるようになりまして、いっそのこと、昭島に引

っ越してもいいかなと思うほどです。 

本日は、歓迎会の席を設けていただきありがとうござ

います。これからもよろしくお願いいたします。 
 

●ニコニコ BOX発表  （石岡 孝光親睦委員長） 
 

◎伊藤 僡彦様（東京昭島ロータリークラブ） 

メークアップ致しました。来る五月二十四日（日）はア

イポックにて「子どもまつり」を行います。参加お待ち

します。 

◎伊藤会長 新入会員の入会を祝し お陰様で母

親の四十九日法要と納骨が無事終わ

りました。 

◎中村会員 本日は新会員の歓迎会を開いて頂き

有難うございます。感謝しております。

今後共ご指導お願い致します。 

◎平畑会員 西東京徳洲会病院津乗事務局長様の

入会を祝して 

○浅見会員 下田さん、中村さん、岡野さん、よろ

しくお願い致します。 

○渡邉会員 新入会員の皆様を歓迎してニコニコ

いたします。 

・小島幹事 岡野様、下田様、中村様、よろしくお

願いします。津乗様、ご入会おめでと

うございます。 

・荒川会員 新会員ご入会を祝して。 

・石岡会員 新会員の皆様御入会おめでとうござ

います。 

・石川会員 新入会おめでとうございます。 

・今藤会員 新会員の皆様、永いおつき合いを宜し

くお願い致します。 

・大久保会員 新入会員歓迎会を祝して 

・佐藤会員 新会員入会を祝して 

・志賀会員 新会員の皆様の入会を祝して！！ 

・西野会員  昭島ロータリー伊藤様、ようこそお出

で、下さいました。 

・曳地会員 新会員の入会を祝って 

・若杉会員 新入会員の入会を祝し 
 

●出席報告      （工藤 開光出席委員長） 
 

会員数  48 名 出席義務会員 46 名 

本日の出席 34 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告     （下田安治情報委員長） 
 

5 月 24 日（日）情報委員会を開きたいと思います。佐々

木会員のご自宅の庭に綺麗なバラがたくさん咲いている

ので、その鑑賞をしながら開催します。対象は入会 3 年

未満の方です。それ以外の方も歓迎いたします。 
 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 
 

5 月 31 日（日） 親睦旅行 
 

5 月 27 日（水） 5 月 31 日（日）分振替休会 
 

6 月 3 日（水） 合同例会（昭島 RC） 
 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長）

 

 

5 月 24日（日）17：00～ 

佐々木会員宅 ＆ 「一歩」にて 

情報委員会・青葉会  

炉辺会議を開催しました。 

 


