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●本日の司会        （佐藤 義弘 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘          （鈴木 栄会長） 
 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 
 
 
 
 

ソングリーダー 

岡野 景子副幹事 

 
 

 

●本日のお客様 
 
 
 
 

米山奨学生 

ショルカル エムディ・カジョル

さん 

（米山奨学金 授与） 

 
 
 

●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 
 

 
 

●2019-2020 年度 皆出席者記念品贈呈 
 

 
宇田川 泰弘会員・小山 寿会員・指田 裕士会員 

志賀 義任会員・鈴木 栄会員・田畑 勝久会員 

曳地 義正会員・星野 宗保会員 

岩本 勝宏会員・若杉 司会員 
 
 

●地区委嘱状授与 
 

 
今藤 貫徳ロータリー財団委員会・資金推進委員長 

須田 宏樹ロータリー財団委員会・資金推進委員 

2020 年（令和 2年）7月 1 日（水） 

第 1482回例会報告 

 



●新年度所信表明       （鈴木 栄会長） 
 

 皆様、こんばんは。新年度の初

例会に多くの皆様のご出席を賜

り誠にありがとうございます。東

京昭島中央ロータリークラブの

会長を務めさせていただきます

鈴木でございます。諸先輩方、沢

山の仲間を前にしまして身の引

き締まる思いでございます。 

 私のロータリークラブ入会の経緯をお話いたします。

私は、入会の 1 年前、荒川会員より AIJ にお誘いをいただ

きました。私が入会のお断りを続けておりましたところ、

AIJ の大先輩である星野初代会長のところへ相談に行っ

たそうです。その時に初代会長より、よし分かったという

言葉をいただき、荒川会員は安心していたそうです。その

数日後、あいつはロータリーに入会させると仰ったそう

で荒川会員は大変驚いたそうです。私のところにも初代

会長より入会のお誘いをいただきました。その後、1 度お

断りへ伺ったのですが、初代会長の迫力に返す言葉が無

く、入会を決めました。そして、平成 16 年 4 月、15 周年

の年度、村野会長、内藤幹事の年度に入会をさせていただ

きました。 

初めての例会は、昭和館 1 階の桜林と記憶しておりま

す。昭島地域の大社長さんが沢山いらっしゃるので、大変

緊張したのを覚えております。当時私は 38 歳でございま

した。緊張の中、開会点鐘、ロータリーソング斉唱、そし

て入会式、会務報告と進んでいったと思いますが、今思い

返しても思い出せません。1 つ覚えているのは、初代会長

の正面の席に座らさせていただき、食事をしたときに、緊

張のあまりみそ汁をこぼしてしまったことです。そして

それを昭和館の方が素早く対応してくださったことです。 

まさか、17 年後、皆様の前に立ち、お話をさせていただ

くことになるとは、想像もいたしませんでした。皆様には

長きに渡り、ご高配を賜りましたことを改めて感謝申し

上げます。 

 さて、今年度 RI 会長のホルガー・クナークさんは初め

てのドイツ出身の RI 会長となります。テーマは「ロータ

リーは機会の扉を開く」です。そして、ロータリーがもた

らす機会として、他の人々の機会、私達自身への機会、助

けを必要とする人達への機会とし、私達のあらゆる活動

をどこかで誰かのために機会の扉を開いています。と仰

いました。ロゴマークは 3 つの扉とし、中央は現在のロ

ータリーの金、右側は昔の青、左側はローターアクトのロ

ゴの色の赤となっております。 

また、2750 地区の福原有一ガバナーは東京銀座ロータ

リークラブの所属です。RI 会長のテーマのもと、「バリア

フリー・マインド」を地区テーマに掲げ、奉仕する側とさ

れる側は同じ目線であって欲しい、上からのお仕着せや

奉仕のルールばかりを強調せず、柔軟な心で相手と同じ

土俵であって欲しいと仰いました。 

当クラブは発足以来、素晴らしい奉仕活動、継続事業を

おこなっております。活動を継続するためには、会員皆様

が信頼、協力しあい、それから参加して楽しいと思うこと

が 1 番大事だと思います。あるクラブの方から、私達の

クラブはお金を出す事業、奉仕活動しかないけれども昭

島中央さんは身体を使った奉仕活動が多く、素晴らしい

と言われました。そのような事業を今年度も継続し、35 周

年、40 周年、50 周年に向けて襷を繋げたいと思います。 

そこで今年度のクラブテーマは「親睦深めて奉仕活動・そ

して継続へ」といたしました。看板を作成していただいた

西野会員ありがとうございます。土台を作っていただい

た諸先輩方にも感謝申し上げます。今年度 1 年を通じて

勉強をさせていただき、会員皆様が親睦をさらに深め、楽

しく健康で活動できるよう努めますので、どうかご指導

ご鞭撻、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
 

●幹事挨拶         （田畑 勝久幹事） 
 

 皆様、こんばんは。2020-2021 年

度幹事を務めさせていただきま

す田畑です。1 年間、どうぞよろ

しくお願いいたします。コロナの

影響でくじら祭を始め、多くの事

業の中止が決定されております。

その後の事業もどうなるのか分

かりませんが、自分の役割を十二

分に果たしてまいる所存でございます。 

 
 

●出席報告     （椎名 正明出席委員長） 
 
 
 

会員数  48 名 

 

出席義務会員  47 名 

 

本日の出席  48 名 

 
 
 

●次週例会予定 （柴田 智幸プログラム委員長） 
 

 
 
 

7 月 8 日（水） 

 

各委員長活動方針① 

 
 
 

 

●閉会点鐘          （鈴木 栄会長）

 

   



 

●ニコニコ BOX発表（成田 篤史親睦委員長） 

 

◎◎◎星野宗保会員 今藤ガバナー補佐 鈴木 田畑年度の門出を祝し 

◎鈴木会長  会員の皆様、1 年間宜しくお願い致します。 

◎田畑幹事  鈴木年度どうぞよろしくお願いいたします。 

久しぶりの当クラブゴルフコンペ優勝しました。 

◎荒川会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間頑張ってください。新年度初例会を祝し。 

◎石岡会員  鈴木会長、田畑幹事、役員理事の皆様、1 年間よろしくお願いします。 

◎伊藤会員  鈴木丸のスタートを祝し 

◎今藤会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間はりきっていきましょう。 

   皆さん、今年度もどうぞよろしくお願い致します。 

◎指田会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間よろしくお願いいたします。初例会を祝して。 

◎佐藤会員  鈴木会長 田畑幹事の 1 年間のご活躍を祈念して 

◎椎名会員  鈴木新会長、1 年間よろしくお願いします。 

◎下田安治会員  2020-2021 年度鈴木会長 田畑幹事の船出を祝して。 

◎須田会員  鈴木会長、田畑幹事 1 年間よろしくお願いいたします。 

◎内藤会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間宜しくお願い致します 

◎西野会員  鈴木会長、田畑幹事の活躍を期待して 

◎若杉会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間頑張って下さい。 

◎渡邉会員  鈴木新年度のスタートを祝して 

○浅見会員  鈴木・田畑年度を祝して 

○岩本会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○宇田川会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間、よろしくお願いします。 

○岡野景子会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○菅野会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間頑張って下さい。 

微力ながら全力でご支援させていただきます。 

○小山会員  会長、幹事さん、1 年間頑張って下さい。 

○佐伯会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間頑張って下さい。 

○佐々木会員  鈴木会長、田畑幹事の船出を祝して 

○志賀会員  鈴木会長、田畑幹事の新年度をお祝い致します。 

○柴田会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○下田育立会員  鈴木会長、田畑幹事、1 年間よろしくお願いします。 

○鈴木洽六会員  鈴木新会長、田畑新幹事の門出をお祝い申し上げます。 

   これから 1 年間、明るく、楽しく、ほがらかに、頑張って下さい。 

○中澤会員  鈴木丸の船出を祝して 皆様、1 年間宜しくお願い致します。 

○中野会員  鈴木年度のスタートを祝して。 

○中村会員  鈴木会長、田畑幹事さん、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 

○本田会員  鈴木会長、田畑幹事の船出を祝して。 

○山中会員  鈴木会長、田畑幹事、理事の皆様、1 年間頑張って下さい。 

   しばらく休みますので宜しくお願い致します。  



 

   

   

   

   

 

 


