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●本日の司会        （伊藤 満雄 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘         （小島 弘明会長） 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 

●本日のお客様 

 

米山奨学生 李懿芳（リーイーファーン）さん 

（米山奨学金授与） 
 

●会務報告         （小島 弘明会長） 
 

 2 月 25 日（日）フォレスト・イ

ン昭和館にて行われた昭島少年

野球連盟「創立40周年記念式典」

へ会長、幹事、内藤会員、今藤会

員で参加をしてまいりました。同

連盟福本会長より、感謝状をいた

だきました。 
 

 

 2 月 26 日（月）グランドプリンスホテル新高輪にて、

地区大会、第 2 回クラブ会長幹事会が開催され、会長、幹

事が出席をいたしました。 
 

 2 月 27 日（火）グランドプリンスホテル新高輪にて地

区大会本会議が開催され、20 名の会員に参加をしていた

だきました。 
 

 2 月 28 日（水）昭島市勤労商工市民センターにて行わ

れた「第 46 回昭島市民くじら祭企画委員会」へ宇田川次

年度社会奉仕委員長に出席をしていただきました。 
 

 3 月 2 日（金）トレモンテにて「第 2 回職業奉仕委員会

炉辺会議」を行いました。 
 

 3 月 5 日（月）浜家にて「第 7 回親睦委員会炉辺会議」

を行いました。 
 

 3 月 13 日（火）パレスホテル立川にて「第 8 回多摩中

グループ協議会」が開催され、会長幹事が出席をしました。

その後の「多摩中グループ新会員セミナー」へ志賀会員、

岩本会員、岡野和弘会員、中村会員、椎名会員、足立会員、

久田会員、石田会員に出席をしていただきました。 
 

 3 月 13 日（火）～14 日（水）ホテルグランドパレスに

て 2018-19 年度会長エレクト研修セミナー（PETS）が開

催され、佐々木会長エレクトが参加をいたしました。 
 

 3 月 14 日（水）台北駐日経済文化代表処にて、米山奨

学生リーイーファーンさん歓迎昼食会が開かれ、犀川カ

ウンセラーが出席をいたしました。 
 
 

●幹事報告         （石岡 孝光幹事） 

 

 3月のロータリーレートは、1ド

ル 108 円です。 
 

 昭島市長より、平成 30 年度多

摩川クリーン作戦のご協力につ

いて依頼がきております。こちら

につきましては、指田社会奉仕委

員長より、あらためてご案内をさ

せていただきます。 

日時 2018 年 4 月 8 日（日）8：30～10：00 
 

 「クリケットのまち昭島」サポーターズクラブ新規会員

募集について案内が届いております。法人会員を募集し

ておりますので、御協力よろしくお願いいたします。 

2018 年（平成 30 年）3月 14 日（水） 

第 1373回例会報告 

 



 国際ソロプチミスト昭島認証 30 周年記念「第 8 回チャ

リティーゴルフコンぺのご案内」が届いております。こち

らにつきましては、内藤ゴルフ部部長に取りまとめをお

願いしておりますので、参加可能な方はご協力よろしく

お願いいたします。 

日時 2018 年 5 月 22 日（火）7：00 スタート 

場所 昭和の森 ゴルフコース 
 

 ガバナー補佐の表敬訪問は、6 月 13 日（水）に決定い

たしました。 
 

 本日の例会終了後、理事会を開催いたしますので、理事

の方は出席をお願いいたします。 
 
 

●卓話「東京昭島中央ロータリークラブ 

     30 周年について」西野 勝介実行委員長 
 

 当クラブは、平成 2 年 2 月 1 日

に、候補者に対する第 1 回創立説

明会が行われました。そして、2 月

22 日の 2 回目の説明会で、毎週

水曜日の夜間例会とすることを

内定しました。3 月 28 日に立川

平安閣で、創立総会を開きました。

初代会長に星野さん、幹事に大澤

さん、特別代表に昭島ロータリーの木住野さんが就任い

たしました。会員数40名でスタートして、平均年齢が49.5

歳で、最年長の方が 62 歳、1 番若い方が 40 歳でした。現

在の平均年齢が 58.6 歳ということですから、当時は相当

若い人が集まってのスタートでした。例会場は、ニコン建

設（株）会議室でしたが、当初からの半年くらいは、出席

率は抜群で、常に 90 パーセント代でした。当初は、例会

もぼやっとしてはいられません。毎週、親クラブから講師

がやってきまして、ロータリーの勉強尽くめでした。星野

さんが前に出てお話をすると、突然名指しをされて答え

てくださいと言われるものですから、落ち着いていられ

ず、一生懸命、話の内容を聞いていた覚えがあります。 

当時は、4 週、5 週皆勤すると、ロータリーマークの入っ

たグラスを貰えました。出席率が高いので、皆さん貰って

いたと思います。 

 平成 3年 5月 22日に国際ロータリー認証状伝達式が立

川グランドホテルにて行われました。これがすごいもの

で、周年行事より規模の大きなものでした。新しいクラブ

が生まれるということは、地区においても最高の喜びで

すから、その喜びを表すために、この伝達式が行われ、地

区から 9 人のパストガバナーが参りまして、地区役員、

会長、幹事、会員など 362 人が参加をしました。これに当

クラブの 46 名を加えて盛大な式を行いました。現在チャ

ーターメンバーは 5 人だけですが、その間に入ってくる

人と出ていく人は 3 ケタの数はいたと思います。 

 7 月から佐々木・岡野年度が始まるわけですが、次年度

は「感謝のこころで 30 周年」をテーマとして、色々な事

業や活動をしていきたいと思います。皆さんの支援や引

き立てで 30 周年を迎えられたことに感謝して、これから

の 40 年に向かっていくのにも、やはり、感謝の心が基盤

だと思います。30 周年記念式典のテーマは「継続の力！

和の、輪の拡大」といたしました。このテーマに沿って、

式典の第 2 部をクラブ独自のもので、やろうと思ってい

ます。 

※式典の内容についての説明がありました。 

●ご挨拶          （津乗 正勝会員） 
 

 皆さん、こんばんは。ご心配を

お掛けしました。無事戻ることが

できました。今日は久しぶりの例

会で、心がうきうきしました。7 年

前に胃がんの手術をして、毎年検

査をしていましたが、がんが再発

しました。手術をして、がんは全

部取りきって、抗がん剤もいらな

いそうです。これからも元気に頑張りますので、皆様どう

ぞよろしくお願いいたします。 
 
 

●ニコニコ BOX発表   （中村 重昭親睦委員） 

 

◎久田会員 

永らくの欠席で、スミマセンでした。 
 

○小島会長 

西野さん、本日はありがとうございました。 

津乗さんお久しぶりです。 
 

○中村会員 

西野委員長よろしくお願いいたします。 

津乗さんおかえりなさい。 
 

・石岡幹事 

西野さん卓話ありがとうございました。 

津乗さんお久しぶりです。 
 

・岩本会員 

30 周年実行委員長西野会員よろしくお願いいたします。 
 

・鈴木会員 

西野会員、30 周年卓話よろしくお願いいたします。 

 
 

●出席報告       （中澤 紀之出席委員） 
 

会員数  46 名 出席義務会員 44 名 

本日の出席 26 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

 

●委員会報告（伊藤 満雄米山奨学記念副委員長） 
 

 平畑米山奨学記念委員長より、お願いがございます。当

クラブの寄付状況が、残念ながら低いそうですので、御協

力のほど、よろしくお願いいたします。 
 
 

●次週例会予定   （鈴木 栄プログラム委員） 
 

3 月 20 日（火） 

多摩都市モノレール本社見学（職業奉仕委員会） 

観桜例会（トレモンテ） 
 

3 月 21 日（水）祝日休会 
 
 

●閉会点鐘         （小島 弘明会長）

 


