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●本日の司会        （山中 秀一 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （今藤 貫徳会長） 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

多摩中グループガバナー補佐 宮崎 陽市郎様 

多摩中グループグループ幹事 吉田 純夫様 
 

村野 俊輔様（東京立川こぶしロータリークラブ） 

 

米山奨学生 

レ ホアン アンさん 

（米山奨学金授与） 
 
 
 
 
 

 

●ご挨拶 
 

多摩中グループガバナー補佐 宮崎 陽市郎様 

皆様、こんばんは。先ず以って、

今藤会長、渡邉幹事の船出を心よ

りお祝い申し上げます。前年度伊

藤会長、小島幹事、役員理事の皆

様、事務局の羽鳥様、1 年間お疲

れ様でした。昨年度は RI 会長賞を

始め、数々の賞を受賞されおめで

とうございます。是非、今年度も

引き続きチャレンジをしていただければと思います。 

 さて、今年度、ラビンドラン RI 会長のテーマは「世界

へのプレゼントになろう」です。「人は手を閉じて生まれ、

手を開いて世を去る」、また「己の才能は、天から授かっ

たもの」と言われます。それをロータリーを通じてお返し

することが誰かの人生、世界に真の変化をもたらすと仰

っています。ロータリーの友に私がすごく感動した文章

がありました。それは私が 15 年ロータリー活動をやって

いる中で原点になっているような言葉です。「pay it 

forward」（恩送り）という言葉です。それは自分が大勢の

人に助けられたという思いがあるからです。ラビンドラ

ン会長も仰っていますが、恩返しする唯一の方法は、誰か

を助ける事です。私は、皆様と一緒にロータリークラブが

少しでも良くなるように、お手伝いが出来ればと思って

います。 

 今年度、水野ガバナーは「未来に向かってロータリーの

原点と心を忘れずに」というテーマを掲げていらっしゃ

います。国際ロータリーはここ数年色々なことが変わっ

てきております。水野ガバナーは変えてはいけないもの、

変えて良いもの、変えなくてはならないもの、の原点を見

つめて、判断をして下さいと仰っています。 

最後に地区からのお願いですが、RI 会長賞へのチャレ

ンジ、会員維持純増 5％、マイロータリーへの登録 75％、

財団・米山への寄付額達成、世界大会への参加をお願いし

たいと思います。 

 どうぞ、1 年間よろしくお願いいたします。 

 

●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 
 

 
 

2015 年（平成 27年）7月 1 日（水） 

第 1236回例会報告 



●前年度皆出席者記念品贈呈（伊藤 満雄直前会長） 

 

 
 

石岡会員・伊藤会員・今藤会員・工藤会員・小島会員 

小山会員・佐藤会員・志賀会員・内藤会員・西野会員 

曳地会員・平畑会員・星野会員・本田会員・前澤会員 

村野会員・芳見会員・若杉会員・渡邉会員 
 

●会務報告「新年度所信表明」 （今藤 貫徳会長） 
 

皆様、こんばんは。今年度は、

「元気なクラブ」ということをテ

ーマに動いていきたいと思いま

す。 

私が会員になったのは、19 年度

の 6 月 25 日です。最終例会に出

席して、20 年度は内藤会長に付い

てまわって、すぐにくじら祭があ

って、それから何も分からず、1 年、2 年、3 年と過ごし

てまいりました。その頃は、出席率も悪く、ロータリーの

ことも知らず、知ろうともせずにきました。 

今回このような立場になり、これだけの方の時間を頂

戴する訳ですので、無知であるということは、大変迷惑な

ことであると思い、勉強させていただきました。そこで気

づいたことは、知らないということは、勿体ないというこ

とです。 

ロータリーに入会した時、私がちょうど 30 人目だった

のですが、それが今年は、私より前に入会した方が 16 人

です。ということは、7 年間で、16 人の先輩方がお辞めに

なり、39 名の方が新しく入会されています。もしも、も

っと知っていれば、もっと仲良く色々話をしていれば、お

辞めにならなかった方もいたのかなと思います。 

 けじめとなる 3 年後の 30 周年に向けての一歩である 1

年間にしたいと思っております。その為には、楽しくなけ

ればならない、楽しいというのは、元気がなければ楽しい

ことも出来ないので、苦しいことも元気があれば何とか

こなせると思います。幹事を渡邉さんに引き受けていた

だいて、来年度の会長ということで、繋がる年度でもあり

ますので、1 年で出来なかったことを 2 年、3 年掛けて出

来る様にと思っています。30 周年の時に、皆さんが色々

な行事、事業が出来てよかったねと言われる年になるよ

う、その為には、より知っておくほうが楽しく元気も出る

のかなと思います。 

また、今年度は国際大会がソウルで 5 月末に開催され

ます。例年、その時期は当クラブの親睦旅行がございまし

たが、今年度の親睦旅行は 11 月にしたいと思っておりま

す。早めに日程をお伝えしますので、どうぞご参加をお願

いいたします。 

難しく考えても出来ることしか出来ない、しかし出来

ることに関しては本気でやっていこうと思っています。

本気度が見えた時には是非、お力を貸していただければ

と思います。どうぞ 1 年間、よろしくお願いいたします。 

●幹事報告及び幹事挨拶   （渡邉 信義幹事） 

 

地区より第 13 回日韓親善会議

開催のお知らせが届いておりま

す。日時 9 月 4 日（金）13：00～ 

場所グランドプリンスホテル新

高輪「飛天の間」 

地区より第 12 回 RYLA セミナ

ー開催のお知らせと受講生推薦

のお願いが届いております。応募

資格⇒地区内に居住、勤務または通学する 20 歳以上 30

歳以下の男女で地区内ロータリークラブから推薦を受け

た者 

 7 月のロータリーレート 1 ドル＝124 円 

 今年度は毎週例会の出欠を事前に取りますので、出席

委員にお知らせいただければと思います。 

 新しい試みで、ウェルカムドリンクをやってみたいと

考えております。今月の第 3、第 5 例会で実施をして、皆

さんの反響を見ながら、継続するか検討したいと思いま

す。 

今藤会長は今年度、「元気なクラブ」をテーマに掲げて

おりますので、元気だけなら歳を取っても負けないぞと

いう気持ちでおります。1 年間よろしくお願いいたします。 
 

●入会式 
 

 
椎名 正明新会員・吉野和也新会員 

 

●地区委嘱状授与      （渡邉 信義幹事） 
 

 
 

米山記念奨学委員会・米山推進委員会 委員 
  



●出席報告      （曳地 義正出席委員長） 
 

 

会員数 45 名 
 

出席義務会員 43 名 
 

本日の出席 45 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告   （岡野 景子社会奉仕委員長） 
 

8 月 1 日（土）・2 日（日）に第 43 回昭島市民くじら祭

が開催されます。それにあたって、明日、皆さんに出欠確

認の FAXをいたしますので、ご返信をお願いいたします。

5 月 24 日（日）情報委員会を開きたいと思います。 

7 月 3 日（金）くじらの試運転を陸上競技場で行いま

す。時間は 9 時からで雨天決行です。時間のある方は、御

協力をお願いいたします。 
 

●次週例会予定  （浅見 勇プログラム委員長） 
 

 

7 月 8 日（水） 

新年度 各委員長活動方針Ⅰ 
 
 
 
 
 

 
 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長）

 
 

●ニコニコ BOX発表 （犀川 美佐緒親睦委員長） 

◎村野俊輔様（東京立川こぶし RC） 

今藤年度のスタートを心からお祝い申し上げます。昭島中央ロータリークラブの益々のご発展をお祈り申し上げます。 

椎名正明さんは私と同じ税理士です。昭島中央 RC のご入会を心からお祝い申し上げます。 
 

◎今藤会長 新年度、いよいよ始まりました。皆様、一年間ご協力の程、どうぞ宜しくお願い致します。 

◎渡邉幹事 一年間どうぞよろしくお願い致します 

◎浅見会員 今藤会長・渡邉幹事、今年一年よろしくお願い致します。 

◎伊藤会員 今藤丸の船出を祝し 

◎小島会員 今藤会長、渡邉幹事、一年間よろしくお願い致します。ガバナー補佐、グループ幹事、ようこそ。 

◎佐々木会員 今藤、渡邉年度の船出を祝して。 

◎佐藤会員 今藤、渡邉年度の船出を祝して。 

◎下田安治会員 2015-2016 年度 初例会を祝して。 

◎内藤会員 今藤会長、渡邉幹事、一年間宜しくお願い致します。 

◎本田会員 今藤会長、渡邉幹事の門出を祝して 

◎村野会員 今藤会長、渡邉幹事をはじめ役員理事の皆様の門出を祝すと共に宮崎ガバナー補佐、吉田グルー

プ幹事の来訪を歓迎致します。 

◎山中会員 今藤会長、渡邉幹事一年間頑張って下さい。宮崎ガバナー補佐、吉田グループ幹事様ご来訪あり

がとうございます。 

◎芳見会員 今藤会長 渡邉幹事年度の船出を祝して 

◎渡部会員 今藤、渡邉丸の船出を祝して 

○石岡会員 今藤会長、渡邉幹事の船出を祝して 

○岩本会員 初例会を祝して。吉野さん、椎名さん入会おめでとうございます。 

○岡野景子会員 今藤会長、渡邉幹事、よろしくお願いします。 

○小山会員 会長幹事さん、この一年間頑張って下さい。 

○犀川会員 今藤会長、渡邉幹事、一年間よろしくお願いします。ガバナー補佐、グループ幹事ご来訪ありが

とうございます。 

○志賀会員 初例会をお祝い致します。吉野さん、椎名さん入会おめでとうございます。 

○柴田会員 今藤会長、渡邉幹事、一年間宜しくお願いいたします。 

○鈴木会員 今藤会長渡邉幹事初例会を祝して。また吉野様、椎名様入会おめでとうございます。 

○田畑会員 初例会おめでとうございます。椎名さん、吉野さん入会おめでとうございます。 

○西野会員 宮崎ガバナー補佐、吉田グループ幹事のご来訪ありがとうございます。今藤会長、渡邉幹事、頑

張って下さい。 

○前澤会員 今藤、渡邉丸の船出を祝してニコニコします。 

○若杉会員 今藤会長、渡邉幹事、一年間よろしくお願いします。吉野さん、椎名さん入会おめでとうござい

ます。 

・荒川会員 今藤会長渡邉幹事一年間よろしくお願いします。楽しみましょう。吉野さん入会おめでとうござ

います。 

・岡野和弘会員 今年度もよろしくお願いいたします。また、新会員の皆様、これからよろしくお願いいたします。 

・指田会員 今藤会長、渡邉幹事今年度よろしくお願いします。吉野会員、入会おめでとうございます。 

・須田会員 今藤年度おめでとうございます。一緒にがんばります。 
 

7 月結婚記念（指田会員・下田育立会員・山中会員）7 月誕生記念（宇田川会員） 
  



   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 


