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●本日の司会

（伊藤 満雄 SAA）

●開会点鐘

（小島 弘明会長）

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

多数のメンバーのご来訪をお待ちしております。本日は
よろしくお願いいたします。

●新旧会長幹事バッヂ交換

●「四つのテスト」唱和
ソングリーダー

荒川 義昭会員

●本日のお客様
東京昭島ロータリークラブ
会長 鈴木 一昭様
幹事 森島 徳幸様

●前会長幹事へ感謝状及び記念品贈呈

米山奨学生
レーボリ カリン イレネさん
（米山奨学金 授与）

●お客様ご挨拶（東京昭島 RC 会長 鈴木 一昭様）
2017-18 年度の初例会おめでとうございます。私は東京
昭島ロータリークラブ入会 27 年目になりますが、初めて
昭島中央ロータリークラブさんの例会に出席させていた
だきました。このような夜の例会は良いなと思いました。
私どものクラブは 1968 年 11 月に認証伝達を受けまして
から 50 年の歴史を刻みました。本年度 6 つの記念事業を
行います。そのうちの 1 つとして、6 月 30 日に昭島市庁
舎のロビーに東京オリンピック・パラリンピックのカウ
ントダウンクロックを寄贈してまいりました。点灯式を 4
時から始めまして、無事点灯をいたしました。これから全
ての事業を行い、最後の事業といたしまして、4 月 19 日
（木）昭和館で記念式典を行う予定でございます。是非、
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●前年度皆出席者記念品贈呈（渡邉 信義直前会長） ・豊かな歴史の中で、成長・成熟して大きく変わりながら

足立会員・今藤会員・岡野会員・小山会員・佐々木会員
指田会員・椎名会員・志賀会員・鈴木会員・田畑会員
津乗会員・曳地会員・星野会員・若杉会員・渡邉会員

●地区役職委嘱状授与

今藤 貫徳 ロータリー財団委員会・資金推進委員

●米山カウンセラー感謝状贈呈

犀川 美佐緒 米山カウンセラー
●新年度所信表明

（小島 弘明会長）
2017-2018 年度東京昭島中央ロ
ータリークラブ会長を仰せつか
りました小島弘明です。どうぞよ
ろしくお願いいたします。会長テ
ーマは「守・破・離」でますます
大発展！！とさせていただきま
した。概況書の挨拶を読まさせて
いただきます。

2017-2018 年度 RI 会長イアン・ライズリーのテーマは
「ロータリー：変化をもたらす」です。変化をもたらす？
大きな改革を目指すのか？と思いましたが、内容は
・ロータリーを簡単に説明できず（一人ひとりが独自の解
釈をしている）
。

も根底にあるものは同じ、すなわち奉仕を通じての変化。
・各クラブが、ロータリー奉仕を独自に定義する事は重要
であるが、柔軟な活動を続け、世界有数のボランティア組
織であり続ける。
・奉仕を通じて人びとの人生に変化をもたらせると信じ
ている。
と、ざっくりですがこのような内容ととらえました。私達
東京昭島中央 RC は、どのように向えば良いのか？東京昭
島中央 RC も 29 年目。来年度は大きな節目の 30 周年とな
ります。地区内でも夜間例会のクラブ等々として知名度
も増してきたと思われます。そこで、私が掲げるテーマを
「守・破・離」としました。東京昭島中央 RC が独自性を
前面に打ち出し柔軟な対応で、ロータリアンとしての充
実感を得る為に！！ますます発展する為に！！幸いな事
に、私達のクラブはチャーターメンバーをはじめ、草創期
から支え築いてこられた諸先輩が元気に活躍しておられ
ます。ロータリーの基本を再確認しながら、全会員で当ク
ラブの歴史、成長の情報を学び、共有し、楽しみながら素
晴らしいロータリアンを目指すクラブ活動をしてまいり
たいと思います。
東京昭島中央 RC らしい柔軟で独自性のあるクラブの
一員として、どこに居ても、どのような時でも、ロータリ
ーの基本が身についたロータリアンとして、明るく楽し
く賑々しく和やかに活動しましょう。
※「守・破・離」とは「守り尽くして破るとも離るるとて
も本を忘るな」からの言葉です。
型破りをして、先代の基本を越えて、新しいもので発展
させていきたいと思います。
「離」とは、基本のある型破
りですので、ロータリーバッヂを着けていようがいまい
が、ロータリー道を邁進している人間として認めてもら
えると思います。それにより、皆さんもますます発展して
いくと私は信じております。諸先輩方の話を聞いたりし
ますと、クラブの歴史は色々なことがありました。この歴
史は皆さんで共有していくべきだと思います。どこにい
ても、どんな時でも私達のクラブはこんなクラブですと、
胸を張って言えるクラブにしたいと思います。是非、皆さ
んにも一緒にたくさん勉強をして、30 周年にはさすが昭
島中央の人達だと言われる、素晴らしいロータリアンと
なっていただきたいと思います。本年度 1 年間、どうぞ
よろしくお願いいたします。

●幹事挨拶

（石岡 孝光幹事）

2017-2018 年度幹事を仰せつか
りました石岡です。どうぞよろし
くお願いいたします。ついにこの
時がやってまいりました。ここ 2
ヶ月くらい、事務局から毎日のよ
うに届くメールに格闘をしてお
ります。あれもこれもやらなけれ
ば、でも間に合わないという感じ
で岡野副幹事にも手伝っていただきながら、何とかやっ
てきました。会長のテーマの「守・破・離」ですが、恥ず
かしながら初めて聞いた言葉でした。会長も仰っていま
したが、諸先輩方の作ってきた歴史や決まりを守りなが
ら、もうワンステップ発展して、時代性や独自性を出して
いこうということのようです。力不足ではございますが、
1 年間「守・破・離」に向けて全力で頑張りますので、よ
ろしくお願いいたします。

●出席報告

（岡野 和弘出席委員長）

●次週例会予定

（山中 秀一プログラム委員長）

会員数

47 名

7 月 12 日（水）

出席義務会員

46 名

本日の出席

47 名

各委員長活動方針
ガバナー補佐来訪

（メイクによる出席者数を除く）

●閉会点鐘

（小島 弘明会長）

●ニコニコ BOX 発表

（荒川 義昭親睦委員長）

◎東京昭島ロータリークラブ（会長 鈴木一昭様・幹事 森島徳幸様）
会長小島弘明様 幹事石岡孝光様 はじめ東京昭島中央ロータリークラブの皆様 初例会おめでとうございます。当
昭島ロータリークラブは本年創立 50 周年をむかえます。4 月 19 日（木）に記念式典を開催させていただきます。
皆様今年 1 年よろしくお願いいたします。
◎小島会長

今年 1 年間、宜しくお願い致します。

◎石岡幹事

東京昭島 RC 鈴木会長

森島幹事ご来訪ありがとうございます。カリンさんようこそ。

1 年間全力で頑張ります。宜しくお願い致します。
石岡幹事

1 年間、頑張ってください

◎伊藤会員

小島会長

◎今藤会員

小島会長、石岡幹事、頑張って下さい。

◎佐藤会員

小島会長

◎椎名会員

小島会長、1 年間よろしくお願いします

◎下田安治会員

小島会長・石岡幹事新年度を祝して

◎下田育立会員

小島会長、石岡幹事、1 年間よろしくお願いします。

◎津乗会員

小島会長、石岡幹事おめでとうございます

◎内藤会員

小島会長、石岡幹事

◎中野会員

小島丸の船出を祝して。又、この度の選挙、お世話になりました。

◎西野会員

小島会長、石岡幹事のご活躍を期待いたします。

◎久田会員

小島会長！！よろしく！！

◎本田会員

小島会長、石岡幹事

◎村野会員

会長幹事、理事役員の皆さんの門出を祝して

◎山中会員

小島会長、石岡幹事、1 年間頑張って下さい

◎渡邉会員

小島、石岡年度の船出を祝して

○浅見会員

小島年度の開始を祝して

○荒川会員

小島会長、石岡幹事 1 年間よろしくお願い致します。

○岩本会員

初例会を祝して。

○犀川会員

小島会長、石岡幹事 1 年間よろしくお願いします。カリンさん、おめでとうございます。

○佐伯会員

小島会長ほか役員の皆様 1 年間頑張って下さい

○志賀会員

初例会をお祝い致します。

○曳地会員

初例会を祝って。

・右崎会員

小島会長、石岡幹事 1 年間よろしくお願いいたします

・岡野和弘会員

初例会を祝して

・指田会員

新年度例会を祝して

・鈴木会員

小島会長、石岡幹事、初例会を祝して。

・田畑会員

本年度よろしくお願いします。

・中澤会員

「守破離」で発展しましょう！！

・若杉会員

小島会長、石岡幹事、1 年間よろしくお願いします。

石岡幹事の初例会を祝して。

1 年間よろしくお願い致します

1 年間宜しくお願い致します。

1 年間宜しくお願いいたします。

