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●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「それでこそロータリー」斉唱 
 

●本日のお客様 
 
米山奨学生 レ ホアン アンさん 

 

●会員増強賞・スポンサーピン贈呈 
 

 
 

伊藤会長・小島幹事・星野会員 

平畑会員・石岡会員・曳地会員 

 

●幹事報告         （小島 弘明幹事） 

 

残念なご報告ですが、今年度の退会者が 2 名いらっし

ゃいます。先ほど、理事会で承認されました。 

会場の入口に、地区よりいただいた RI 会長賞・会員増

強功労賞・会員維持優秀賞・ロータリー財団地区重点目

標達成クラブ（年次基金・恒久基金・ポリオプラス基金

寄付）の表彰状が飾ってあります。是非、皆さんご覧に

なっていただき、伊藤会長を労ってあげてください。 
 

●1 年を振り返って 

 

※伊藤 満雄会長 

 1 年間、出来の悪い会長幹事を

盛り立てていただき、ありがとう

ございました。始まった時はどう

なることかと心配をしておりま

した。 

振り返りますと、まず初めに、

ガバナーになる予定であった小

粥さんが急逝されまして、急遽、

5 月 23 日、坂本ガバナーに交代され、慌ただしいスター

トとなりました。 

1 番大きな行事で、皆さんにご協力をいただいたのは、

くじら祭です。1 番メインのくじらのシャフトが折れたり、

送風機が壊れたりして、途中から空気を抜いて引っ張っ

てきました。かなり古くて劣化が激しかったようで、途

中からどうにもならなくなり、警察には遅れているから

早く進んでくださいと言われ、なんとか引っ張ってきま

した。せっかくのくじらにミスをつけてしまい、本当に

申し訳なかったと思います。 

今年度から青少年野球の他に、11 月 3 日（祝）の少年

柔道大会（立柔杯）に協賛をいただきまして、クラブの

皆さんにメダルのプレゼンターとして、参加をしていた

だきました。ありがとうございました。 

 12 月 23 日（祝）の青少年野球教室は天気にも恵まれ、

木田さん方にも講師として来ていただき、素晴らしい野

球教室だったと思います。今後とも、この二つを昭島中

央ロータリークラブのメイン行事として青少年育成に力

を入れていただければ幸いです。 

12 月 17 日（水）には家族の皆様にもご参加いただき、

クリスマス例会を盛大に行うことが出来ました。 

それから、車椅子事業ではパラグアイ大統領からも感

謝の言葉をいただきました。大統領が国賓として帝国ホ

テルにお見えになった時に、私は大使の新任か何かと思

い伺ったのですが、とんでもないことで、私の他は日本

の大企業の社長さん達ばかりでした。これもやはりロー

タリークラブのお陰だと思います。ロータリーの会員で

なければそのようなパーティーには出席出来なかったと

思います。良い経験をさせていただきました。 

2 月 24 日（火）・25 日（水）の地区大会には大勢の会

員にご出席をいただき、ありがとうございました。地区

大会というのは、全員出席が基本ですので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

4 月 15 日（水）は 6 クラブ合同例会が開催され、皆さ

んにお集まりいただきました。卓話にオリンピック金メ

ダリストの塚田さんを呼んだのですが、不手際で 1 時間
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ほど遅れてしまいご迷惑を掛けました。今後はあのよう

な事がないよう、彼女も勉強になったと思います。何が

あるか分からないので、報告、連絡はしっかりしなさい

と、柔道の後輩として、しっかり彼女には釘を刺しまし

た。 

6 月 3 日（水）の昭島 RC との合同例会は、特に卓話な

どはせず、懇親を深めるということでやらせていただき

ました。 

5 月 31 日（日）、6 月 1 日（月）の親睦旅行には 28 名

の皆さんにご参加いただき、行きの新幹線から帰りの新

幹線まで盛り上がりました。 

私と小島幹事で何とか 1年を終えることが出来まして、

皆さんに本当に感謝いたします。ありがとうございまし

た。 
 

※小島 弘明幹事 

 今年度、伊藤会長に幹事を仰せ

つかり、密かに RI 会長賞を狙っ

ていました。皆様のご協力のお陰

を持ちまして、ぎりぎり会長賞に

入ることが出来ました。これがい

ちばん、幹事としてやったなと思

うところです。各委員長さんにも

色々と相談をして、特に本田ロー

タリー財団委員長には頑張っていただきました。 

 幹事としては、色々お叱りも受けましたし、皆様に指

導もいただきました。お叱りを受けたものを、次年度の

渡邉幹事に、このようなことが起きないようにと、申し

送りをしていけるかなと思います。私はまだまだ修行の

身でございますが、この 1 年間で結構伸びたなと思いま

す。伊藤会長は、幹事の苦しさをご存じかと思いますが、

これをやっておけと言われて、その後の折衝が幹事の 1

番辛いところです。ノーとは言えない苦しみがよく分か

りました。今年度の荒川米山委員長が素晴らしい事を発

見していただきまして、今年度は出来なかったのですが、

次年度はそれを間違いなくやっていただければ、地区の

表彰がもうひとつ増えると思います。 

 それから、特に西野 SAA にロータリーとしての高潔性

を教えていただきました。最後の 11 か月目では、相当な

ご指導を受けました。あと 1 か月、身を引き締めて幹事

を全うしますと誓いました。あのご指導が無ければ、最

後の 1 か月はダラダラしてしまい、このような報告は出

来なかったと思います。本当にありがとうございました。 

 これから 1 年間ゆっくりさせていただこうかなと思っ

たのですが、次年度は偉大な前澤増強委員長の後を継ぐ

こととなりましたので、まだ休むことは出来ません。し

かし、気持ちは少し楽になりました。だた、幹事の仕事

は決算が終わるまで気を抜けませんが、これでやっとと

いう気持ちです。1 年間、ありがとうございました。 
 

●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 48 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 
 

 

●委員会報告  （岡野 景子社会奉仕副委員長） 
 

皆様のお手元にお配りした、くじら祭の協賛金のお願

いについてですが、まだまだ不足しておりますので、ど

うぞよろしくお願いします。締切りは 7 月 10 日（金）で

す。 

ちょうちん、ポロシャツ、キャップの申し込みがまだの

方は、お早目に申し込みをお願いします。 
 

●次週例会予定（浅見 勇次年度プログラム委員長） 
 

7 月 1 日（水） 2015-16 年度初例会 

 

●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 クラブ会員のみな様 一年間 御協力 ありがとうございました。今藤年度も、よろしくお願い

申し上げます。 

◎小島幹事 一年間、ありがとうございました。無事会務を全うする事ができました。 

◎石川会員 3 年間お世話になりました。楽しい昭島ライフとなりました。ありがとうございました。 

◎今藤会員 伊藤会長、小島幹事、一年間ありがとうございました。来年度も、ご協力の程、よろしくお願い

致します。 

◎佐藤会員 伊藤会長 小島幹事年度の最終例会を祝して。会員の皆様、プログラムにご協力ありがとうござ

いました。 

◎下田安治会員 伊藤、小島丸が出港して一年、無事仕事を終え本日帰港しました。おめでとうございます。 

◎下田育立会員 伊藤会長、小島幹事、お疲れ様でした。 

◎内藤会員 伊藤会長、小島幹事、一年間、御苦労さまでした。 

◎西野会員 伊藤会長、小島幹事、一年間お疲れ様でした。又、三女に赤ちゃん誕生とイタリア製、大人のオ

モチャが到着。少しデカかった。 

◎平畑会員 伊藤、小島丸の無事帰港、今藤、渡邉丸の出港を祝して。 

◎星野会員 一年間、ご苦労様でした 

◎本田会員 伊藤会長、小島幹事、一年間ご苦労様でした。 

◎村野会員 伊藤会長、小島幹事をはじめ、役員理事の皆様一年間ご苦労様でした。 

◎渡邉会員 伊藤会長、小島幹事一年間ご苦労様でした。 

◎渡部会員 伊藤会長、小島幹事一年間ご苦労様でした。 

○石岡会員 皆様、一年間ご苦労様でした。 

○佐伯会員 伊藤会長ほか役員の皆様一年間おつかれ様でした 

○佐々木会員 伊藤会長、小島幹事一年間ありがとうございました。 

○白石会員 伊藤会長、小島幹事、役員の皆様、一年間おつかれ様でした。今後もご指導宜しくお願いします。 

○中村会員 伊藤会長様、小島幹事様、一年間大変お疲れさまでした。 

○曳地会員 伊藤会長、小島幹事、お疲れ様でした。 

○前澤会員 伊藤会長、小島幹事、一年間ご苦労さまでした。 

○芳見会員 伊藤会長、小島幹事、理事役員の皆様、一年間ありがとうございました。おかげ様で、楽しい一

年でした。 

○若杉会員 伊藤会長、小島幹事、一年間おつかれ様でした。100％達成うれしい。 

・岩本会員 伊藤会長、小島幹事、一年間ごくろう様でした。 

・宇田川会員 伊藤会長、小島幹事、一年間、おつかれ様でした。 

・大久保会員 伊藤会長、小島幹事、一年間おつかれさまでした。 

・岡野和弘会員 伊藤会長、小島幹事ほか役員の皆様一年間お疲れ様でした。 

・岡野景子会員 伊藤会長、小島幹事、理事の皆様おつかれさまでした。 

・小山会員 一年間ごくろうさんです。 

・犀川会員 伊藤会長、小島幹事、一年間ありがとうございました。お疲れ様でした。 

・指田会員 伊藤会長、小島幹事、一年間大変おつかれ様でした。 

・志賀会員 伊藤会長、小島幹事、一年間おつかれさまでした。 

・柴田会員 伊藤会長、小島幹事、お疲れさまでした。 

・鈴木会員 最終例会を祝して。 

・田畑会員 伊藤会長、小島幹事、一年間おつかれ様でした。 

・山中会員 最終例会を祝して 
 

  
 

  

伊藤会長（八段）・小島幹事（五段） 

1 年間、お疲れ様でした！！ 

ありがとうございました！！ 


