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●本日の司会

●開会点鐘

（今藤 貫徳副 SAA） ●幹事報告

（小島 弘明会長）

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
●本日のお客様

石田 尚久様
（多摩信用金庫
昭島駅前支店

●会務報告

新支店長）

（小島 弘明会長）

1 月 11 日（木）フォレスト・イン昭和館にて開催の「昭
島まちづくり新年賀詞交歓会」へ私と岡野副幹事、下田安
治会員、伊藤会員、渡邉会員、佐々木会員、荒川会員、指
田会員が出席をいたしました。
1 月 12 日（金）フォレスト・イン昭和館にて開催の「昭
島青年経営者クラブ 賀詞交歓会」へ会長、幹事が出席を
いたしました。
1 月 13 日（土）フォレスト・イン昭和館にて開催の「昭
島青年会議所 賀詞交歓会」へ会長、幹事が出席をいたし
ました。
1 月 16 日（火）親睦委員会が行われ、荒川親睦委員長、
石岡幹事、本田クラブ管理運営委員長、柴田会員、岩本会
員、宇田川会員、岡野景子会員、佐伯会員、指田会員、鈴
木会員が出席をいたしました。
津乗会員は、無事手術が成功されまして、1 月 7 日に退
院なさいました。1 か月ほど自宅療養をされるそうです。
平畑会員は、1 月 25 日に入院をして、30 日にバイパス
の手術を受け、その後、2 か月ほど療養なさるそうです。
先日開催された「第 63 回昭島市新春駅伝競走大会」の
記録証が届いております。当クラブは、壮年の部、記録 1
時間 3 分 56 秒で 9 位でした。

042-544-1002

（石岡 孝光幹事）

東京飛火野ロータリークラブより、幹事変更のお知ら
せが届いております。
旧 栗山 博幹事 ⇒ 新 河野 和正幹事
地区奉仕研究委員会より「奉仕実行にあたってのガイ
ドラインのご紹介」が届いております。
「今まで奉仕研究委員会では、皆様のロータリー活動に
役立てていただくため、ロータリーに限らず、奉仕全般・
ソーシャルビジネスを含む社会貢献活動の研究を行って
まいりました。また、皆様からのご投稿も含めた独自のサ
イト「あなたの貢献でロータリーを変えよう」も立ち上げ
ています。このたび皆様の奉仕活動に役立てていただく
ため、奉仕プロジェクトの企画から実行、報告までの流れ
を網羅したガイドラインを作成いたしました。」とのこと
です。
サイトアドレス
http://houshi-kenkyu.net/guidelines.html
ロータリー囲碁同好会より「第 19 回ロータリー国際囲
碁大会開催のご案内」が届いております。
日時
2018 年 4 月 22 日（日）9：30 点鐘 開会式
会場
日本棋院会館本院（東京市ヶ谷）
登録料 18,000 円
第 7 回昭島地域交流ゴルフ大会の当クラブからの参加メ
ンバーは、渡邉会員、今藤会員、佐々木会員、若杉会員で
す。

●卓話「年男大いに語る」
右崎 正人会員
平成 27 年の 8 月にたましん昭
島駅前支店に配属になりまして、
2 年半が経過しましたが、この度、
日野支店に転勤となりました。ロ
ータリーの皆様には、新任の支店
長としてやってきた何も分から
ない私に、色々なご指導をいただ
き、大変感謝しております。初め
てのロータリーで不安と緊張の水曜日だったことを思い
出します。水曜日を重ねていくにしたがって、ロータリー
の楽しさや大切さを知り、勉強をさせていただきました。
色々思い出すと、炎天下のなか、くじら祭の SL 運行の
お手伝いをしたり、クリスマス例会の時に、ねずみ男の仮
装をしたりしました。野球教室で我々の世代がテレビで

観ていた野球選手を間近で見ることができ、また皆さん
と団結して豚汁を作ったのも良い思い出になりました。
ロータリーで学んだ奉仕は、独自に活かしていこうと思
っています。お世話になりました。
日野支店への異動で部下が 10 人くらい増えます。大型
店舗になりますが、1 から出直して、今以上にお客様と信
頼を結んで、責任ある行動を取っていきたいと思います。
飛躍という言葉をあげて、実のある 1 年としたいと思い
ます。またいつかお会い出来る日を楽しみにしておりま
す。2 年半、本当にありがとうございました。

年毎ですので、厳しい仕事が待っているなあと思います。
思い起こすと、大学を出て金庫に入ったのが昭島支店
でした。そして、最後に昭島の拝島支店に戻ってきました。
サラリーマンは大体 60 をゴールに頑張ってくるものです
が、1 回ゴールが近づいて、また少し延びた感じがいたし
ます。幾つまでやっていこうかと思うのですが、今後の抱
負としては、どこまで支店長が出来るか頑張ってみよう
と思います。

●ニコニコ BOX 発表

（佐伯 勉親睦委員）

指田 裕士会員
48 歳で戌年の年男となりまし
た。40 を過ぎると 1 日 1 日が本
当に早いような気がします。ロー
タリーに入会して 5 年くらいお世
話になっていますが、それも早い
と感じて、毎日すごいスピードで
過ぎていくのを感じています。私
の感覚では、この 10 年間は濃い
10 年でした。ロータリーに入り、それと共に地域の集ま
りに出席するようになりました。また、私生活では家族が
でき、色々な新しいことがありました。
抱負は色々あります。これも始めたことの 1 つなので
すが、ゴルフです。ゴルフをやっている人のスコアではな
い、と言われて何年も経っています。4 年くらい全然進歩
していないのですが、1 度、ロータリーのコンペで優勝さ
せていただきました。ただ、ハンデを 40 以上もらっての
優勝だったと思います。今年は大きく目標を持って、100
切りを目指したいと思います。それから、仕事ですが、造
園業の業界は、入れ替えが激しくなっています。新規の会
社は伸び方が早いです。弊社は 52 期目をやらせていただ
いていますが、新規参入の会社には負けられませんので、
新しくテコ入れはしていこうと思います。
それから、ゴルフを始めたのと同じくらいの時期に、地
元の囃子連に入って活動をしています。今年の正月も氏
子の日枝神社でカウントダウンの時からずっと、囃子を
していました。そのような活動をして皆さんのお役に立
っていこうと思っています。

○小島会長
年男の皆様、よろしくお願い致します。
○伊藤会員
年男 大いに頑張ってください。
○右崎会員
2 年間半、御指導いただきありがとうございました。後任
の石田支店長をよろしくお願いいたします。
・石岡幹事
年男の皆様、卓話ありがとうございました。

●出席報告

（志賀 義任出席委員）

46 名

会員数
出席義務会員 43 名
本日の出席

星野 明宏会員
前のお二方は年男で 48 歳、羨
ましいなあと思います。私は、戌
年ですが還暦になりました。皆さ
んのお取引先の金融機関の支店
●次週例会予定
長で、60 歳だった方はいないと
思います。私も 55 歳になった時
から自分より年上の支店長さん
に会ったことはありません。西武
信用金庫では私で 5 人目になります。西武信用金庫の理
事長は非常に厳しい理事長で、しかし他の金融機関と違
うのは、自分の進路を自分で決めてよいということです。
私は 1 回支店長職を卒業しまして、
本部にいたのですが、
何か堅苦しいと思っていたので、自分で決めてよいとい
うことで、もう 1 回支店長を希望しました。57 歳の時だ
と思いますが、その時の目標は、60 歳になっても現役の
支店長で仕事をしているということでした。60 になると、
嘱託の職員になるのですが、1 年ごとの更新になります。
●閉会点鐘
とりあえずは、平成 31 年 3 月 31 日までは支店長をやら
せていただけるという契約をいたしました。その後は、1

24 名

（メイクによる出席者数を除く）

（浅見 勇プログラム委員）

1 月 24 日（水）
卓話「職業奉仕について」
椎名 正明会員

（小島 弘明会長）

