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●本日の司会        （志賀 義任 SAA） 
 

 
 

●開会点鐘          （若杉 司会長） 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 
 
 
 
 
 

ソングリーダー 

鈴木 栄会員 
 
 

 

●本日のお客様 
 

米山奨学生 鄭 聖潤さん 
 
 

●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 
 

 
 
 

●地区委嘱状 授与 
 

 
 RI 第 2750 地区より今藤 貫徳会員へロータリー財団委

員会・資金推進委員会副委員長を委嘱されました。 
 
 

●皆出席者記念品 贈呈 
 

 
 

岡野 景子会員・佐々木 稔郎会員・志賀 義任会員 

星野 宗保会員・岩本 勝宏会員 

小山 寿会員・渡邉 信義会員 
  

2019 年（令和元年）7月 3 日（水） 

第 1440回例会報告 

 



●新年度所信表明       （若杉 司会長） 
 

 皆様、こんばんは。今年度会長

を仰せつかりました若杉司です。

1 年間、どうぞよろしくお願いい

たします。私が星野初代会長のご

紹介で、東京昭島中央ロータリー

クラブに入会したのは 10 年前で

す。一言で 10 年と言いますが、

長い年月です。今日の初例会で君

が代とロータリーソングを歌った時は胸が熱くなりまし

た。それだけ先輩方が築き上げた昭島中央ロータリーの

重さを一段と深く感じて、新たなスタートをきる私が、炎

を消さないようにこの 1 年間をやっていきたいと思いま

す。 

 入会した時には、何も分からずただ座ってご飯を食べ

てるような感じでしばらく続けてきたのですが、渡邉年

度に親睦委員長を任されて、ロータリーの面白さを感じ

ました。水曜日に会場へ行くと、会員の皆様と会話してい

ると、嫌なことも忘れて自然と明日から頑張ろうと思え

ます。 

 会長が決まった半年間、岩本幹事と毎日電話をして、毎

日のように会っておりました。不安で仕方がなかったの

で岩本幹事の声を聞くと、安心できました。その中で各委

員会を決めていき、段々と気合が入って現在に至ってお

ります。 1 年間、皆様と手と手をつないで輝いていきた

いと思います。 

 さて、今年度 RI 会長マーク・ダニエル・マローニー氏

のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」です。このロゴ

マークは真ん中が地球でその周りを人間が囲んでいます。

皆で手をつないで奉仕活動をすれば、平和な世界ができ

ると私は理解しています。地域の皆様が、私達の奉仕活動

で、笑顔が溢れれば良いなと思っております。 

 今年度のクラブ運営方針は「みんなで一緒に輝こう」で

す。みんなと簡単に言ってもなかなか難しいことだと思

いますが、49 名の会員が色々な地域の方とつながってい

けば、その拡がりは大きなものになると思います。長年築

き上げた奉仕活動を子供達と共に頑張っていきたいと思

っております。私の好きな言葉に、「歩くより早い時の流

れ」という言葉があります。ゆっくり歩こうが、早く歩こ

うが時は過ぎていきます。過ぎていく時の中で、皆さんと

一緒に笑いながら悩みながら 1 年間やっていきたいと思

っております。 

 今年度のクラブ概況書の表紙は白とさせていただきま

した。西野実行委員長のもと、素晴らしい 30 周年を終え

て 31 年目からは初心に戻って、35 周年、40 周年と素晴

らしい色に染まるよう白にしました。 

 私は本当に喋ることが苦手ですが、今年度の最終例会

に皆様に上手くなったと思っていただけるよう、この 1年

間頑張りたいと思います。皆様、お力を貸してください。

どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 

●幹事報告及び幹事挨拶   （岩本 勝宏幹事） 
 

 皆様、こんばんは。若杉年度、

幹事を仰せつかりました岩本で

す。1 年間、どうぞよろしくお願

いいたします。 
 
 
 
 

 

 多摩中グループ各ロータリークラブより例会変更のお

知らせが届いております。メイクをなさる方は事務局ま

でお問い合わせください。 
 

 東京グローバルロータリークラブより「榊原英資氏に

よる卓話のご案内」が届いております。 

日時 2019 年 7 月 18 日（木）11：00～12：00 

卓話講師 榊原 英資 氏 

演題 世界経済の曲がり角 

会場 国際文化会館 会議室 

参加費 2,000 円 
 

 地区より「第 15 回日韓親善会議開催ご案内」が届いて

おります。 

日時 2019 年 9 月 28 日（土） 

会場 仙台国際センター2F 大ホール・展示室 

登録料 20,000 円 
 

 昭島市より「第 69 回社会を明るくする運動」の活動参

加依頼が届いております。 
 

 幹事挨拶をさせていただきます。私は 6 年目になりま

すが、ロータリー活動の中でこんなにプレッシャーのか

かることは初めてです。若杉年度が近づくなかで、色々な

会員の方に、プレッシャーかかっていないか、大丈夫かと

聞かれて平常を装っていましたが、実はとても緊張をし

ていました。ここ 2、3日はあまりよく眠れませんでした。

しかし、この大役を仰せつかった以上は、1 年間しっかり

やるべきことをやっていこうと思っています。また、各委

員長の方も、とても素晴らしいメンバーが揃っているの

で、その点は安心しています。至らぬ点が多々あるかと思

いますが、気が付きましたらいつでもご指導のほど、よろ

しくお願いいたします。会員の皆様と一緒に 1 年間楽し

く過ごしていきたいと思いますので、ご協力のほどよろ

しくお願い申し上げます。 
 
 

●米山奨学金授与 （米山奨学生 鄭 聖潤さん） 
 

 皆様こんばんは。現在、商学研

究科に在学しています。4 月から

ゼミが始まりました。研究テーマ

は韓国の独禁法についてです。 

 これからもよろしくお願いい

たします。 
 
  



●出席報告     （宇田川 泰弘出席委員長） 

 

会員数 49 名 

出席義務会員 47 名 

本日の出席 49 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定 （椎名 正明プログラム委員長） 
 
 
 
 

7 月 10 日（水） 

新年度各委員長活動方針① 
 
 
 

 

●閉会点鐘          （若杉 司会長）

 

   

   

   

   

  



●ニコニコ BOX 発表（成田 篤史親睦委員・石田 尚久親睦委員） 

 

◎◎◎星野宗保会員 若杉岩本年度のスタートを祝し 

◎若杉会長 会員皆様 1 年間よろしくお願い致します。 

◎岩本幹事 会員の皆様、若杉年度ご協力よろしくお願い致します。 

◎伊藤会員 若杉年度のスタートを祝し。1 年間頑張って下さい。 

◎今藤会員 若杉会長 岩本幹事 1 年間走りましょう。 

◎佐藤会員 新年度のスタートを祝って 

◎下田育立会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間よろしくお願いします。 

◎下田安治会員 2019-2020 年度 若杉会長、岩本幹事の船出を祝して！ 

◎鈴木栄会員 若杉会長、岩本幹事の初例会を祝し。 

◎西野会員 若杉・岩本年度のご活躍を期待して！！ 

◎久田会員 会長ご就任おめでとうございます。1 年宜しくお願い申し上げます。 

◎村野会員 若杉会長、岩本幹事をはじめ役員理事の皆様の門出を祝して 

◎渡邉会員 若杉会長、岩本幹事年度のスタートを祝して 

○浅見会員 若杉会長、岩本幹事、頑張って下さい。 

○石岡会員 若杉会長、岩本幹事年度の船出を祝して 

○宇田川会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間、よろしくお願いします。 

○小島会員 若杉会長、岩本幹事の船出を祝して！！ 

○小山会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間がんばってください。 

○佐伯会員 若杉会長、岩本幹事 1 年間頑張って下さい。 

○指田会員 新年度の若杉会長、岩本幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○志賀会員 初例会をお祝い致します。若杉会長、1 年間がんばって下さい。 

○柴田会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間どうぞ宜しくお願いいたします 

○鈴木洽六会員 若杉新会長、岩本新幹事の門でを祝して。 

○田畑会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間輝きまくりましょう。 

○中野会員 新年度のスタートを祝します。 

○中村会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○曳地会員 初例会を祝って。若杉会長、岩本幹事、宜しくお願いします。 

○本田会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間宜しくお願い致します 

○山中会員 若杉会長、岩本幹事、理事役員の皆様 1 年間頑張って下さい。 

・石田会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間よろしくお願い致します！ 

・岡野和弘会員 新年度初例会を祝して。 

・岡野景子会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間よろしくお願いします。 

・犀川会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間よろしくお願いします。 

・成田会員 新年度初例会を祝して。 

・星野明宏会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間宜しくお願いします 

 

7 月結婚記念 

指田会員・下田育立会員・中澤会員・山中会員 

 

7 月誕生記念 

宇田川会員 


