
 

2020～2021 年度クラブ運営方針 

「親睦を深めて奉仕活動・そして継続へ」 

 

国際ロータリー第 2750地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB 

 

事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （指田 裕士副 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 

 

●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） 

 

 

●新会員入会式      （寺木 正人新会員） 
 

 
 

●ポール・ハリス・フェロー表彰 

 

 

PHF+5 星野 宗保会員 

PHF 浅見 勇会員・岩本 勝宏会員 

柴田 智幸会員・神野 次郎会員 
 

●会務報告          （鈴木 栄会長） 
 

 皆様こんばんは。2021 年度初例

会が 3ヶ月遅れで開会となりまし

た。昨年 11 月から感染者数が増

加し、大晦日の 31 日には 1300 名

を超えました。年が明けて 1 月に

は倍の 2500 人の感染者が出て、1

月 8 日（金）より 2 回目の緊急事

態宣言となりました。例会の休会

が続きましたことを皆様には申し訳なく思っております。 

 当初 2 月 7 日（日）に解除される予定でしたが、延長

と再延長で 3 月 21 日（日）にやっと解除されました。現

状ですと、昨日までは 400 人前後で推移しておりました

が、本日は 555 人の感染者が出ました。第 2 波と言われ

た 8 月のピークよりも多い数です。 

 そのような状況の中、青少年委員会では、2 月 3 日（水）

児童養護施設双葉園の子供達に、50 人分のお菓子をプレ

ゼントしました。また、2 月 14 日（日）継続事業であり

ます「昭島中央ロータリー杯」が行われ、今藤会員、宇田

川青少年副委員長、田畑幹事、私で決勝戦の観戦をして、

授与式に参加をいたしました。少年野球連盟の福本会長

が、今年度の 6 年生は学校の休校に伴い、練習も試合も

行うことが出来ず、かわいそうだとおっしゃていました。 

 以上のように少しですが、奉仕活動を行うことが出来

ました。会員の皆様に感謝申し上げます。 

 今後の例会につきましては、感染対策を行いながら開

催いたします。会員の皆様におかれましても無理をなさ

らずに参加いただければと思います。ご協力よろしくお

願いいたします。 

 

●幹事報告         （田畑 勝久幹事） 
 

 2021 年 5 月 26 日（水）「2020-

21 年度 地区大会」が開催されま

す。当日は記念講演として小泉純

一郎元内閣総理大臣をお招きし

てお話を伺います。会員の皆様は、

新型コロナウイルス感染防止の

観点から、オンラインによる参加

となっておりますのでご理解の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 

2021 年（令和 3 年）4月 7日（水） 

第 1507回例会報告 

 



●ご挨拶 
 

寺木 正人新会員 
 本日無事に入会させていただ

きまして、ありがとうございます。

これから勉強して頑張りたいと

思いますので、よろしくお願いい

たします。私の家族は妻と息子が

2 人おります。2 人とも成人して

おりまして、1 人は就職して結構

経つのですが、1 人は学生で今、

就職活動の真っ最中です。私の生まれは会津若松市です。

こちらは観光地として非常に有名ですが、鶴ヶ城という

城があります。これは戊辰戦争で悲劇の舞台となった場

所です。そのすぐそばで、私は生まれました。会津若松は

白虎隊も有名で私も幼いころから話をよく聞かされまし

た。私は以前の会社で全国色々なところを飛び回ってお

りましたので、そろそろ落ち着かなければと思っていま

した。縁がありまして扶桑建設に入社することとなりま

した。それからは星野会長にビシビシと鍛えられ現在に

至っております。 

 

北島 武新会員 

皆様こんばんは。多摩信用金庫

昭島駅前支店の支店長を務めて

おります。この度は、コロナ禍に

も関わらず皆様のお仲間に入れ

ていただき、この場を設けていた

だきましたこと本当にありがと

うございます。私の家族は妻と 5

歳の娘がおります。多摩信用金庫

には、平成 18 年に 3 信用金庫が合併した第 1 期生として

入行いたしました。八王子四谷支店と日野支店で営業を

担当した後、2 年間 JETRO という中小企業の海外展開を

支援する団体に出向しまして、その後はたましんの海外

事業支援部で仕事をしておりました。見ての通り私は若

輩者ですが、諸先輩の皆様方にご指導いただいて人間と

しても大きくなっていきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

石田 尚久様 

 私は平成 30 年 1 月に入会をい

たしました。12 年ほどたましんの

本部におりまして久々の現場だ

ったものですから、クラブの皆様

に温かく迎えていただき沢山の

事を教えていただきました。今と

なっては非常に懐かしく感じて

おります。3 年ではございました

が、充実したロータリー活動が出来たと感じております。

今思い返せば、飲み会の思い出ばかりが自然と挙がって

きます。くじら祭りで前日からぶっ通しで準備をして、飲

みながら SLの手伝いをして、そのまま夜打ち上げをして、

翌日早朝に片付けという経験をさせていただいたりしま

した。私が 1 番好きだったのは会の最後に「手に手つな

いで」を合唱することでした。何か仲間に入れてもらえた

ような気がして嬉しかったです。ロータリー活動は私の

人生においても貴重な経験となりました。本当にありが

とうございました。 

●ニコニコ BOX発表 

（成田 篤史親睦委員長 重森 元樹親睦委員） 
 

◎鈴木会長 3 ヶ月ぶりの例会、よろしくお願いい

たします。寺木会員入会おめでとうございます。 

◎下田安治会員 コロナ禍の中 再例会できることを

祝して！！ 

◎神野会員 久し振りに皆さんに会えてうれしい

です。初例会おめでとうございます。 

◎内藤会員 ご苦労様です！！ 

◎成田会員 皆様お久しぶりです。私事ですが昨年

12/20 にホールインワンやりましたのでニコニコします。 

◎渡邉会員 鈴木会長田畑幹事、会の運営が大変な

中第 1 回例会おめでとうございます。 

○田畑幹事 皆様ご無沙汰です。寺木様入会おめで

とうございます。よろしくお願いします。 

○石岡会員 皆様お久しぶりです。寺木様北島様入

会おめでとうございます。 

○岩本会員 鈴木会長田畑幹事、役員の皆様色々と

ご苦労様です。例会再開を祝して。 

○小山会員 再会を祝してニコニコ！ 

○椎名会員 例会再開を祝して！ 

○志賀会員 寺木様新入会おめでとうございます。 

○本田会員 今年の初例会を祝して。皆様、コロナ

に負けず頑張りましょう。 

○若杉会員 2021 年初例会おめでとうございます。 

・菅野会員 皆様、お久しぶりでございます。今年

もどうぞよろしくお願いいたします。 

・柴田会員 ロータリー再開良かったです。寺木さ

ん、北島さんご入会おめでとうございます。 

・重森会員 お久しぶりです。また勉強させていた

だきます。 

・鈴木洽六会員 寺木正人様の新入会を心よりお祝い

申し上げます。また初例会に因んでニコニコ致します。 

・石田様  3 年間本当にありがとうございまし

た。後任の北島支店長をよろしくお願いいたします。 

 

 

●出席報告      （椎名 正明出席委員長） 
 

会員数  49 名 

出席義務会員 48 名 

本日の出席 30 名 

 

●委員会報告   （佐々木 稔郎青少年委員長） 
 

 子ども食堂で 3 月 28 日（日）

春休みに合わせて、お米食パン、

弁当、お菓子などを 80 人くらい

の子供達に配りました。 

 
 

 

 
 

●次週例会予定（岩本 勝宏プログラム副委員長） 
 

4 月 14 日（水） 

「PETS 報告」石岡 孝光会長エレクト 

 
 

●閉会点鐘          （鈴木 栄会長）

 


