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●本日の司会

（石岡 孝光会長）

●国歌・ロータリーソング
「奉仕の理想・四つのテスト」斉唱
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皆様、こんばんは。今年度はガバナー補佐が今藤さん、
グループ幹事が椎名さんですので、安心して多摩中グル
ープ協議会にも出席させていただいております。また、会
長の石岡さん、幹事の岡野さんとは、いつも席が離れてい
るのですが、飲んでおりますと自然と近づいていってし
まいます。
我々昭島ロータリークラブはベトナム、ラオス、ミャン
マーなど海外へ向けての奉仕活動を主に行ってまいりま
した。今年度はもっと地元に根差した活動をしたいと思
い、クラブテーマを「みんなで創造しよう 地域に根差し
たロータリー」といたしました。昭島中央さんは、ずっと
そのような活動を行っていらっしゃるので、色々ご教示
いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

ソングリーダー
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●ご挨拶
東京昭島ロータリークラブ

●開会点鐘

FAX

●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

●2020-2021 年度

小山
今藤
神野
内藤
星野

皆出席者記念品贈呈

寿会員・菅野 晋央会員・伊藤 満雄会員
貫徳会員・椎名 正明会員・下田 安治会員
次郎会員・鈴木 栄会員・田畑・勝久会員
征一会員・中野 勝夫会員・成田 篤史会員
宗保会員・本田 征勇会員・渡邉 信義会員

●地区委嘱状授与

今藤
椎名
須田
今藤
渡邉

貫徳多摩中グループガバナー補佐
正明多摩中グループグループ幹事
宏樹 R 財団委員会・資金推進委員会副委員長
貫徳 R 財団委員会・資金推進委員会委員
信義会員委員会委員

●新年度所信表明

（石岡 孝光会長）

こんばんは。今年度、会長を拝
命いたしました石岡です。よろし
くお願いいたします。私は 20172018 年度小島会長の時に幹事を
経験させていただきました。力不
足ではありましたが、クラブの運
営について勉強をいたしました。
この度の会長就任にあたりまし
ては、PETS、グループ協議会、地区の研修会等に参加をし
て、自分なりに準備を進めてまいりました。しかし、いざ
年度が始まり、ここに立ってみますと、プレッシャーがす
ごくて、手は震えますし、本当に自分で大丈夫なのかと不
安ですが、もう一度気合いを入れ直して頑張りたいと思
います。
今年度 RI 会長のテーマは「奉仕しよう みんなの人生
を豊かにするために」、ロゴマークは、かけがえのない地
球を大きな奉仕の手で包み、支えているというものです。
シェカール・メータ RI 会長は、
「超我の奉仕」というロー
タリーの標語に感銘を受けて、活動をしてきたと仰って
います。2750 地区の三浦眞一ガバナーは、
「奉仕の心でつ
ながろう 地域と世界と」というテーマを掲げ、RI 会長
に大いに理解を示しておられます。
「超我の奉仕」とは、簡単に説明しますと、奉仕は自分
のことよりも先ず、人のことを考えようということです。
これに関しまして、RI 会長のスピーチの中でこのような
体験を話しています。
「ロータリークラブに入会したばか
りの頃、手足が不自由な人のためのキャンプをクラブが
実施しました。クラブはそこで、足の矯正具や義肢、ハン
ドサイクルを配布しました。全会員が役割を分担し、私の
担当は、ハンドサイクルを受け取る人が、手で車輪をこぐ
力があるかどうかを確認することでした。手を引っ張っ
てもらい、相手の力を測るのです。私は、担当場所に立ち、
ハンドサイクルを受け取りに来る人を待っていました。
すると、ある人が地を這って私に近づいてきました。その
人は足がなく、這うことしかできなかったのです。私は彼
に向かって手を差し出しましたが、その瞬間、正直なとこ
ろ、私の頭にあったのはその人のことではなく、自分のこ
とでした。自分の清潔さや健康について考えたのです。彼
の手を握りたくありませんでした。しかし、彼の手を握り、
その後もやって来る人 2、3 人の手を握りながら、自分の
ことだけを考えていました。しかし、6、7 人目の後に突
然、この人たちが抱える苦境に共感し、彼らの痛みと困難
を感じ、自分よりも彼らのことを考えるようになったの
です。その瞬間、私は、単なるロータリークラブ会員から、
ロータリアンになったのです。
」私は、これを読みまして
最後の「ロータリアンになったのです」という部分に感じ
るものがありました。私自身のロータリーに対する考え
方は、超我の奉仕とは少し違いますが、ロータリアンにな
りたいという思いは同じです。これは、前年度のガバナー
懇談会で福原ガバナーが、
「あなたにとってロータリーと
は何ですか。」と質問されました。私は、
「我々会員が、様々
な事業や奉仕活動を本気になって取り組むことによって、
自分達も充実感や達成感、そして感動を受けることが出
来る、また、地域の方や子供達にありがとうと言っていた
だける、その言葉がまた自分達のエネルギーとなって、次
の活動を頑張ることができる、そのようなものだと思い
ます。
」とお答えしました。
ロータリーには標語がもう一つあります。アーサーフ
レデリックシェルドンの「最もよく奉仕する者、最も多く
報いられる」というものです。
「超我の奉仕」がボランテ

ィア色が強いので、第 1 標語になったようですが、私自
身の考えはどちらかと言うと、こちらの第 2 標語に近い
と思います。しかし、どちらの標語も今の自分には、遠い
ところにあると思いますので、少しでも真のロータリア
ンになれるよう頑張っていこうと思います。
我々のクラブは、地域に密着して、地域社会や青少年の
ために活動してきたという星野初代会長始め、諸先輩方
の素晴らしい歴史がございますので、それも踏まえまし
て、本年度のテーマを「育てよう奉仕のこころ・地域の輪」
とさせていただきました。まもなく、東京オリンピック・
パラリンピックが開催され、経済も回っていくことと思
います。その反面、コロナは収まる様子がありません。先
の見えない状況は続きますが、今年度は今藤さんがガバ
ナー補佐、椎名さんがグループ幹事、そして内藤さんに副
会長をお願いしましたので、皆さんに色々教えていただ
きながら、死に物狂いで 1 年間勤めてまいりますので、
ご指導よろしくお願いいたします。

●幹事挨拶

（岡野 景子幹事）

をお伝えしていました。現実には、毎年減っていき、昨年
の時点では、4600 を切っています。今年、三浦ガバナー
は何とか 5000 人にしたいと願っておられます。2750 地
区は約 100 クラブありますので、1 クラブでは 4 人の増
強が必要です。石岡会長に今年度 6 名と言っていただき
ましたので、是非、知恵と行動と笑顔で声掛けをして、入
会していただければ嬉しいです。皆様もどなたかに声を
掛けていただき、卓話にお招きしたり、例会へ遊びに来て
いただいてください。笑顔も奉仕の 1 つだと思いますの
で、笑顔でしっかりウェルカムの気持ちを表してくださ
い。
多摩中のゴルフコンペが 10 月 7 日
（木）
にございます。
内藤ゴルフ部会長に色々とお世話になり、立川国際を予
約していただきました。そこでまた懇親を深めたいと思
っています。それから、IM を 5 月 23 日（月）に行います。
これには、各クラブ 2 名づつ実行委員を立てていただき
ます。当クラブは若杉会員に実行委員長をお願いしまし
た。クラブの皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいた
します。2 年後には、当クラブが 35 周年、それから三鷹
ロータリークラブの宮崎さんがガバナーになることが決
定しております。その準備も兼ねて、多摩中の懇親が深ま
る IM になれば良いなと考えております。

皆様、こんばんは。今年度幹事
を務めさせていただきます岡野
景子です。1 年間、どうぞよろし
くお願いいたします。石岡年度に ●出席報告
あたって、色々なことを石岡さん
とお話しましたが、とにかく一生
懸命やろうということで、皆様の
ご協力のもと、頑張って参ります。

●クラブ協議会

（曳地 義正増強委員長）
皆様こんばんは。本日はクラブ
協議会を開催いたします。6 月 22
日（火）に開催された「会員増強
セミナー」についてご説明をいた
しますので、ご清聴よろしくお願
いいたします。

※スクリーンの資料に沿って、会員増強についてお話を
していただきました。

※ご挨拶と講評
今藤 貫徳多摩中グループガバナー補佐

●委員会報告

（佐伯 勉出席委員長）
会員数

48 名

出席義務会員

47 名

本日の出席

48 名

（鈴木 洽六社会奉仕年委員長）

私共、社会奉仕委員会は例年はくじら祭に参加をして
おりましたが、今年度は中止の決定がされました。そのた
め、当クラブとして今年度は何をするか検討した結果、来
週の水曜日に、社会福祉法人の就労継続支援 B 型事業所
の施設長と機関事業部長にお越しいただき、卓話をして
いただきます。皆様のご出席をどうぞよろしくお願いい
たします。

●次週例会予定

お陰様で、沢山の勉強と沢山の
知り合いができ、椎名さんと共に、
とても忙しい日々を過ごしてお
ります。覚えたこと、知ったこと
は、是非皆様にお伝えしていきた
いと思います。今月中に多摩中全
クラブを周って、ガバナー公式訪
問も全て行いますので、毎日のよ
うに 1、2 クラブを周ります。ですから、月明けにまた皆
様にお話出来ればと思っています。
増強についてですが、6 名の増強をということでしたが、
私が会長だった 6 年前、2750 地区は 4900 人くらいまで ●閉会点鐘
いきまして、5000 人にしたいという水野ガバナーの要望

（岡野 和弘プログラム委員長）
7 月 14 日（水）
新年度活動方針（小島 弘明 SAA）
＆
「卓話」
社会福祉法人 就労継続支援 B 型
事業所より講師

（石岡 孝光会長）

●ニコニコ BOX（指田 裕士親睦委員長）
◎東京昭島ロータリークラブ 会長 日惠野裕之様
今年度昭島ロータリークラブの会長を務めます、日惠野です。本日は宜しくお願い致します。
◎東京昭島ロータリークラブ 幹事 野村芳樹様
7 月 7 日の七夕の日、貴クラブの初例会に昭島 RC の幹事として訪問する事が出来て大変光栄に思います。
1 年間、どうぞよろしくお願い致します。
◎◎◎星野会員
◎石岡会長

石岡、岡野年度 初例会を祝し
今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事、東京昭島 RC 日惠野会長、野村幹事ご来訪ありがとうござ
います。理事、役員の皆様、1 年間よろしくお願いします。

◎岡野幹事

今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事、東京昭島ロータリークラブ会長日惠野様、野村幹事ご来
訪ありがとうございました。会員の皆様、1 年間よろしくお願いします。

◎伊藤会員
◎今藤会員
◎岩本会員
◎太田会員
◎佐藤会員
◎下田安治会員
◎鈴木栄会員

石岡年度、船出を祝し
石岡会長、岡野幹事を皆さんの力で楽しませて下さい
初例会を祝して。石岡会長、岡野幹事、1 年間よろしくお願いいたします。
新年初例会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
石岡会長、岡野幹事の船出を祝し 今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事の来訪を歓迎して
石岡会長、岡野幹事の初例会を祝してニコニコ
石岡、岡野年度初例会を祝し。今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事、昭島 RC 日惠野会長、野村
幹事ご来訪ありがとうございます。

◎内藤会員
◎西野会員

今年度会長石岡様、幹事岡野様、1 年間よろしくお願い致します。
石岡会長、岡野幹事のご活躍を期待致します。今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事、大役をお
願いします

◎平畑会員
◎渡邉会員
○宇田川会員
○岡野和弘会員
○菅野会員
○小島会員
○佐伯会員
○佐々木会員
○指田会員
○椎名会員
○志賀会員
○重森会員
○柴田会員
○鈴木洽六会員
○田畑会員
○中野会員
○中村会員
○成田会員
○曳地会員
○本田会員
○若杉会員

石岡会長、岡野幹事の門出を祝して。今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事の来訪に感謝して。
石岡会長、岡野幹事の初例会を祝して
石岡会長、岡野幹事、1 年間よろしくお願いします。
新年度初例会を祝して。
石岡、岡野年度、初例会を祝して。
石岡会長、岡野幹事の船出を祝して！！
石岡、岡野景子年度初例会を祝して。
石岡会長、岡野幹事の船出を祝して。今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事の就任を祝して。
初例会を祝して。石岡会長、岡野幹事 1 年間よろしくお願いします。
初例会おめでとうございます。1 年間よろしくお願いします。
初例会を祝して！！石岡会長、岡野幹事よろしくお願いします。
石岡会長、岡野幹事、1 年間よろしくお願いいたします。
石岡会長、岡野幹事、1 年間よろしくお願いいたします。
石岡会長、岡野幹事初例会を祝しニコニコします。1 年間よろしくお願いいたします。
石岡会長、岡野幹事、1 年間よろしくお願いします。
新年度のスタートを祝し
石岡会長、岡野幹事さん 1 年間よろしくお願い致します。
石岡会長、1 年間よろしくお願いいたします。
石岡、岡野年度初例会を祝って。
石岡会長、岡野幹事の船出を祝して。今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事の就任を祝して。
石岡会長、岡野幹事、1 年間頑張ってください。又、今藤ガバナー補佐、椎名グループ幹事、頑張
って下さい。

・北島会員

初例会おめでとうございます。皆様、今年度もよろしくお願い致します。

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

