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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「それでこそロータリー」斉唱 
 

●新会員入会式      （重森 元樹新会員） 
 

 
 

皆様、はじめまして。重森元樹

（しげもりもとき）と申します。

職業は、司法書士事務所を営んで

おります。このような高い所から

大変恐縮ではございますが、とて

も緊張をしております。私は、他

の市民団体で 10 年弱活動をさせ

ていただいておりました。自分を

成長させていきたいとの思いから、少し背伸びをして入

会をさせていただきましたが、これから頑張ってまいり

ますので、皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい

たします。 

 

 

●1 年を振り返って     （岩本 勝宏幹事） 
 

 1 年は本当に早かったです。初

例会の時にガチガチに緊張して

いたのが、ついこの間のようです。 

一昨年の 10 月頃から、若杉会長

と色々なことを打ち合わせして、

年が明けて 1月になると多摩中の

集まりがあり、あっと言う間に初

例会となりました。初例会が終わ

るとすぐに、くじら祭の準備が始まりました。若杉年度は

新大くじらでしたので、組み立ての練習もほとんどでき

ずに本番を迎え、、子供達がくじらを引けるのか心配しま

したが、中澤委員長や今藤会員のリードのお陰で、無事に

終えることができました。くじら祭が終わりますと、すぐ

にガバナー公式訪問がありました。それも無事に終え、次

は車椅子です。車椅子については私の委員長時代に補助

金が取れませんでしたので、指田委員長にはアドバイス

をしました。補助金が取れて、車椅子をベトナムへ送るこ

とができて良かったです。 

 10 月に少年柔道大会を終え、12 月には少年野球教室が

ありました。今年度は災害で開催場所が変更となりまし

た。今藤会員と岡野和弘委員長に色々と動いていただき、

若杉会長と 3 人で木田さんに会いに、北海道まで行って

いただきました。 

 昭島 RC さんとの合同ボーリング大会では、負けてしま

い、敗北宣言を読まされてしまいました。とても悔しい思

いをして、駅伝大会では勝つことができたので、4 クラブ

合同例会では、昭島 RC の矢口幹事が敗北宣言を読む予定

たったので、楽しみにしていたのですが、それもコロナで

中止となってしまいました。クリスマス例会は田畑委員

長に大変な準備をしていただきました。 

色々な事業を無事に終えることができましたのは、ひ

とえに会員の皆様のお陰です。若杉年度は私から見ると、

とても波瀾万丈な 1 年だったと思います。これは若杉会

長だから何とか乗り切れたのではないかと思います。若

杉会長、1 年間ありがとうございました。委員長並びに理

事の方々、ご苦労様でした。会員の皆様、事務局の羽鳥さ

ん、1 年間お世話になりありがとうございました。 

 

 

2020 年（令和 2年）6月 24 日（水） 

第 1481回例会報告 

 



●1 年を振り返って      （若杉 司会長） 
 

 まず初めに 2 年半前、内藤 PP

会会長より次々年度会長はお前

に決まったと言われた時は、えっ、

私ですかと大変驚きました。私は

人前で話をしたり、人と接するこ

とは苦手でした。その時は、会長

ノミニーかと軽い考えで過ごし

ていましたら、あっという間にエ

レクトになり、岩本幹事と先手で私達はやっていこうと、

毎日のように打ち合わせをしました。3 月のペッツが始ま

る頃には 2 ヶ月前から緊張をして、正直行きたくないと

思いましたが、それを支えてくれたのは岡野景子会員で

した。毎日のように電話して勉強をさせていただきまし

た。そのお陰でペッツでは良い質問もできて、答えること

もできました。 

合同例会ではまた岡野さんにお世話になりました。私

は原稿を読むだけだったのですが、昭島ロータリーの伊

藤昭島前市長に褒められたのを今でも覚えています。読

むだけでこんなに感情が伝わるなんて君は素晴らしいね、

と言っていただきました。 

初例会ではこれまでにないほど緊張をしましたが、何

とか乗り切り、現在まで色々とやってまいりました。事業

的には岩本幹事が言ってくれましたが、とにかく私は「み

んなで一緒に輝こう」ということで、何でも皆で笑顔でや

ることを心掛けて、例会や事業を楽しく進める努力をし

ました。 

2 月にコロナ禍に入りましたが、私は当初大丈夫だろう

と甘く見ていました。この 3 ヶ月余り、例会や色々な事

業ができなかったことは、本当に残念です。特に 3 月の

職業奉仕の競輪場見学は色々準備をしていただけに、悔

しい思いでいっぱいです。立川競輪場で、ギャンブルでは

なくてプロの姿をみてもらいたかったと思います。プロ

の方達も一生懸命走りますと仰ってくれて、大変楽しみ

にしてくれておりました。 

壇上から皆様のお顔を見ますと、一人ひとりのお名前

を挙げてお礼を言いたくなります。とにかくありがとう

の一言に尽きます。そして星野初代会長、私を推薦してい

ただき本当にありがとうございました。理事の皆様、委員

長の皆様、会員の皆様、今年度は本当にみんなで一緒に輝

けたと思っております。本当に嬉しかったです。羽鳥事務

局員も本当にありがとうございました。毎日のように電

話をして、分からないことを教えてもらい本当に感謝し

ております。 

皆様 1 年間、本当にありがとうございました。 

 
 

●出席報告     （宇田川 泰弘出席委員長） 
 

 
 

会員数  48 名 

 

出席義務会員  47 名 

 

本日の出席  48 名 

 
 

 
 

●委員会報告     （鈴木 栄会長エレクト） 
 

 次年度の国際大会のご案内で

す。来年 6 月 12 日～16 日に台湾

で国際大会が開催されます。今年

度のホノルル国際大会が中止と

なり、現地での次年度登録ができ

ないため、急なご案内となります

が、参加予定の皆様はマイロータ

リーより登録をお願いいたしま

す。第 1 回の締切りは 2020 年 6 月 26 日までとなってお

ります。 

 
 

●次週例会予定（柴田 智幸次年度プログラム委員長） 
 

 
 
 
 

7 月 1 日（水） 

2020-2021 年度初例会 

 
 
 

 

●閉会点鐘          （若杉 司会長）

 

   

   



 

 

●ニコニコ BOX発表（石田 尚久親睦委員） 

 

◎◎◎星野宗保会員 若杉・岩本年度 最終例会を祝し 

◎若杉会長 会員の皆様 1 年間本当にお世話になり、ありがとうございました。 

  みんなで一緒に輝けました。 

◎岩本幹事 若杉会長 1 年間ご苦労様でした。会員の皆様、1 年間ご協力ありがとうございました。 

◎伊藤会員 若杉会長 岩本幹事 1 年間御苦労様でした。 

◎今藤会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間ありがとうございました。重森さん、ようこそ！ 

◎小島会員 若杉会長、岩本幹事 1 年間ありがとうございました。 

◎佐藤会員 若杉会長 岩本幹事 1 年間お世話になりました。 

◎志賀会員 若杉会長、岩本幹事 1 年間本当にお疲れ様でした。 

◎下田安治会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間ご苦労様でした。コロナでしょうしょうざんねんでした。 

◎鈴木栄会員 重森会員入会おめでとうございます。又、若杉会長、岩本幹事 1 年間大変お疲れ様でした。 

◎内藤会員 若杉会長 岩本幹事 1 年間ご苦労様でした。 

◎中村会員 若杉会長、岩本幹事 1 年間大変お疲れ様でした。 

◎成田会員 若杉会長、岩本幹事 1 年間お疲れ様でした。 

◎西野会員 若杉会長 岩本幹事のご活躍を祝して 

◎渡邉会員 若杉会長、岩本幹事、コロナの問題等あり、大変な 1 年でした。本当にご苦労様でした。 

○浅見会員 若杉会長、岩本幹事、役員の皆様、ありがとうございました。 

○石岡会員 若杉会長、岩本幹事、会員の皆様、1 年間お疲れ様でした。 

○宇田川会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○岡野和弘会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○岡野景子会員 若杉会長、岩本幹事、理事の皆様、1 年間お疲れ様でした。 

○菅野会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○小山会員 会長幹事さん、1 年間ご苦労様でした。 

○佐伯会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○佐々木会員 1 年間、ご苦労様でした。感謝感激です。 

○指田会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間通して本当にご苦労様でした。今日は飲みましょう！！ 

○椎名会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。大変な年でしたが、語り継がれる代だと思います。 

○柴田会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間ありがとうございました。 

○下田育立会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○鈴木洽六会員 若杉会長、岩本幹事、この 1 年間大変お疲れ様でした。今日は皆で楽しく飲みましょう。 

○田畑会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。 

○中澤会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。最高でした！！ 

○中野会員 若杉年度が無事にしめる事が出来ました。お疲れ様です。 

○曳地会員 若杉会長、岩本幹事、お疲れ様でした。 

○本田会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間ご苦労様でした。 

○山中会員 若杉会長、岩本幹事、理事の皆様、1 年間大変ご苦労様でした。 

○須田会員 若杉会長、岩本幹事、お疲れ様でした。 

・石田会員 若杉会長、岩本幹事、1 年間お疲れ様でした。  



 

 

  

  

  

  

 

若杉会長、岩本幹事 

1年間、お疲れ様でした！！ 


