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●本日の司会         （佐伯 勉副SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （今藤 貫徳会長） 
 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 
 

●会務報告及び1年を振り返って（今藤 貫徳会長） 

 

本日は、伊藤副会長より、皆様へご挨拶があるそうです。

よろしくお願いいたします。 

※伊藤 満雄副会長 

会の貴重な時間をいただき、一言、御礼を述べさせてい

ただきたいと思います。先日の妻の葬儀に関しましては、

ロータリーから生花等いただき、また、大勢の方に弔問、

弔辞をいただきまして、本当にありがとうございました。

無事、妻も冥途へ行けると思います。今後とも、よろしく

お願いいたします。 
 

会務報告といたしましては、昨日、第 4 回の被選理事

会が開催されました。用意周到、準備万端で、最終的な予

算等が決定いたしました。 
 

本日、最終例会を迎えることがようやく出来ました。会

長を仰せつかって、皆様のお時間を頂戴して、過去からの

こと、先々のことを考えて、自分 1 人では何も出来なか

ったでしょうし、及びもつかなかったと思います。この日

を迎えられたことに関しまして、本当に皆様に心より御

礼申し上げます。ありがとうございました。 

1 年を振り返ると、忙しかったです。ここへ来て、よう

やく、会長とは何なのか感じることが出来ました。結論か

ら申し上げますと、ロータリーのことを親身になって、感

じることや見ることが出来て、他の方々に関してもアン

テナを立てる準備が出来る立場なのかなと思います。会

長をやった方々は、その後のロータリーの運営をサポー

トしていくために、会長を 1 年間やるのかなあというの

が、現在の心境です。会長だから言えるではなく、会長だ

からこうしたいのだけれども、皆さんの意見を賜らなけ

ればいけないということで、なかなか伝えることが出来

ない、言うことが出来ない、という 1 年でもあったと思

います。今後、1 年間かけて皆さんにいただいた時間を、

それ以降に上手く活用出来れば、私なりには大切な 1 年

間だったと思えるでしょう。その時には、また皆さんに力

を貸していただければと思います。 

次年度の渡邉会長は「楽しく活動するクラブ“出席率

80％達成”」を掲げていらっしゃいます。今年度の初めは、

沢山の方に出席いただき、とても楽しかったなあと思い

ます。7 月の出席人数の平均は 36 人、8 月が 29 人、9 月

が 28 人、10 月 34 人、11 月が 20 人、12 月、1 月が 32

人、2 月が 22 人、3 月が 31 人、4 月が 26 人、5 月が 34

人、6 月が 38 人でした。全体の平均では 70％を切ってい

ます。沢山来ていただいたほうが、絶対楽しくて、もっと

来ていただいて、もっと会話をすれば、更に楽しくなると

思います。来る理由と来ない理由が、皆さんそれぞれある

と思います。来ない理由が勝ってしまう訳には、体調や仕

事や天気など色々あると思うのですが、それも含めての

出席になります。メイクでも出席率は上げられます。しか

し、おそらく、渡邉会長の出席率 80％というのは、皆来

てよ、ということだと思うのです。ですから是非、皆さん

には、ご自分と東京昭島中央ロータリークラブとの間で、

出席 80％の約束をしていただけたら良いなと思います。

これも私の時でしたら、ここまで感じなかったので伝え

きれなかったことです。 

本年度、ニコニコの予算が達成出来ると思います。ここ

数年、200 万円の予算を出しておりまして、次年度の予算

も 200 万円になっています。釈迦に説法かもしれません

が、ここで改めて、1 つだけ言わせてください。クラブに

は運営会計と事業会計がございます。車椅子を海外へ送

る事業や野球教室や柔道教室などの事業費は、皆さんの

ニコニコで運営されています。ニコニコがあって初めて、

対外的な奉仕が出来ております。それを今一度、心に入れ

ていただいて、次年度の船に皆さんで乗って、色々考えな

がら進んでいければ良いと思っています。その為のお手

伝いをすることを、ここで約束させていただきまして、私

の報告とさせていただきます。 
 

 

2016 年（平成 28 年）6月 29 日（水） 

第 1286回例会報告 



●幹事報告及び1年を振り返って（渡邉 信義幹事） 
 

幹事報告といたしましては、例会場変更のお知らせが

きております。 

※東京国分寺ロータリークラブ 

新例会場 多摩信用金庫 国分寺支店 3 階 

移転日 2016 年 8 月～ 

※東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

新例会場 多摩信用金庫 国分寺支店 3 階 

移転日 2016 年 7 月 25 日（月）～ 
 

1 年を振り返ってみますと、思っていたより早かったな

あと思います。早かったというのは、良く出来たのか、悪

かったのか全く分かりません。ただ、私自身がいつも思っ

ているのは、それぞれぎりぎりのところで、賛成や反対と

言っているだろうと、つまり、50.1 良ければ良い方に手

を挙げるし、50.1 悪ければ悪い方に挙げるということで

す。しかも、多数決というのは、51 人と 49 人で決まって

いきますから、25％くらい皆さんの支持をいただければ

良いのかなと思います。75％がダメと言われるのが、人生

というものかなと思います。そうやって考えると、75％は

悪かったと思いながら、この 1 年を終えることが出来る

のだと思います。 

 次年度のことを考えますと、今藤会長が私の気持ちを

全部言ってくれたので、そのようなことを言えるような

次年度を送れればと思っています。この 1 年間、皆さん

のご協力をいただいたことで、何とか終えることが出来

たことを感謝を申し上げて、幹事報告と 1 年を振り返っ

てに代えさせていただきます。 

 

 
 

 

●出席報告       （志賀 義任出席委員） 
 

 
 

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） 

 

●次週例会予定       （佐伯 勉副 SAA） 
 

7 月 6 日（水）18：30～ 

2016-2017 年度初例会 懇親会 
 

●閉会点鐘         （今藤 貫徳会長）
 
 

   
 

   
 

   



●ニコニコ BOX発表  （犀川 美佐緒親睦委員長） 
 

◎◎◎星野会員 今藤年度 最終例会を祝し 

◎◎芳見会員 私達夫婦は本年をもちまして 60 年一緒に元気に生活しております 

  皆様に深く感謝申し上げます 貞夫 政子 

◎◎伊藤会員 妻の告別式には、会員の皆様にはたいへんありがとうございました。 

  今藤会長、渡邉幹事 1 年間御苦労様でした。 

◎今藤会長 なんとか座礁せずに、最終例会へ帰港できました。皆さん、本当にありがとうございました。ホッ！！ 

◎渡邉幹事 1 年間皆様のご協力をいただき何とか終えようとしています。大変ありがとうございました。 

◎小島会員 今藤会長、渡邉幹事、1 年間本当にお疲れ様でした。 

◎佐藤会員 今藤会長 渡邉幹事 お疲れ様でした。最終例会を祝して。 

◎椎名会員 今藤会長、1 年間ごくろう様です。今藤年度に入会できて良かったです。 

  これからも末永く宜しくお願い致します。 

◎下田安治会員 今藤、渡邉年度、最終例会になりました。役員の皆様 1 年間ご苦労様でした。 

◎下田育立会員 今藤会長、渡邉幹事、1 年間お疲れ様でした 

◎内藤会員 今藤会長、渡邉幹事、1 年間、ご苦労様でした。 

◎本田会員 今藤会長、渡邉幹事、1 年間ありがとうございました。 

◎村野会員 今藤年度最終例会を迎えられおめでとうございます。 

  会長・幹事を始め、役員理事の皆様 1 年間ご苦労様でした。 

◎山中会員 今藤会長、渡邉幹事 1 年間御苦労様でした。 

◎芳見会員 今藤会長、渡邉幹事、役員の皆様方 大変御世話になりました。 

有難う御座いました。御祝い申し上げます。 

○浅見会員 今年 1 年ありがとうございました。 

○荒川会員 今藤会長、渡邉幹事、また、会員の皆様 1 年間お疲れ様でした。 

○石岡会員 今藤会長、渡邉幹事 1 年間お疲れ様でした。 

○岩本会員 最終例会、会長、幹事、皆様おつかれ様でした。 

○右崎会員 今藤会長、渡邉幹事おつかれ様でした。途中からでしたがありがとうございました。 

○岡野景子会員 今藤会長、渡邉幹事、会員の皆様、1 年間おつかれ様でした。 

○小山会員 今藤年度 最終例会を祝して。 

○犀川会員 今藤会長、渡邉幹事、1 年間ありがとうございました。お疲れ様でした。 

○志賀会員 今藤会長、渡邉幹事 1 年間 おつかれさまでした。 

○柴田会員 今藤会長、渡邉幹事 1 年間ありがとうございました。 

○白石会員 今藤会長、渡邉幹事、役員の皆様、1 年間お疲れ様でした。今後も宜しくお願いします。 

○鈴木会員 今藤会長、渡邉幹事、大変おつかれ様でした。又、会員の皆様 1 年間ありがとうございました。 

○田畑会員 今藤会長、渡邉幹事、1 年間ありがとうございました。 

○中野会員 今藤会長、渡邉幹事 1 年間お疲れ様でした。 

○西野会員 最終例会おめでとう 1 年間お疲れ様でした。 

○曳地会員 会長幹事お疲れ様でした。皆様、出席委員会にご協力ありがとうございました。 

○若杉会員 今藤会長、渡邉幹事、会員の皆様、1 年間おつかれ様でした。 

・足立会員 ありがとうございました。まだ、右も左もわかりませんが、よろしくお願いします。 

・宇田川会員 今藤会長、渡邉幹事、1 年間おつかれ様でした。 

・岡野和弘会員 最終例会を祝して 

・佐伯会員 今藤会長、渡邉幹事 1 年間そのほか役員の皆さん 1 年間お疲れ様でした。 

・吉野会員 今藤会長、渡邉幹事 1 年間ご苦労様でした。 

・渡部会員 最終例会を祝してニコニコいたします。 


