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●本日の司会       （成田 篤史副 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘         （石岡 孝光会長） 
 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 
 

●会務報告         （石岡 孝光会長） 
 

 コロナの感染者が爆発的に増

えており、今日は東京都で 7,000

人を超えました。1 月 21 日（金）

～2 月 13 日（日）まで「蔓延防止

等重点措置」が発令されることと

なりました。例会についてですが、

本日の例会後に取り急ぎ緊急理

事会を開いて、対応を決定いたし

ます。 

 1 月 14 日（金）東京昭島ロータリークラブ、東京国立

白うめロータリークラブと当クラブで 3 クラブ合同例会

の開催について協議をいたしました。参加者は各クラブ

会長、幹事と事務局です。その結果、4 月 27 日（水）に

開催することが決まりました。 

 
 

●幹事報告         （岡野 景子幹事） 
 

 地区より 2021-22 年度「第 2 回

米山記念奨学セミナー」のご案内

（オンライン開催）が届いており

ます。こちらの参加対象者は 2750

地区のロータリークラブ会員全

ての皆様となっておりますので、

是非ご参加をお願いいたします。 
 

日 時： 2022 年 1 月 20 日（木） 

◆第 1 部：15:00 ～ 15:52 

【テーマ：52 分でわかる！ 米山奨学事業】登録不要 

 東京新橋ロータリークラブのメールアドレスが変更と

なりました。事務局までお問い合わせください。 

 

 東京立川こぶしロータリークラブより「2021-22 年度

ポリオ根絶チャリティーゴルフのご案内」が届いて

おります。こちらは内藤ゴルフ部部長に取りまとめ

をお願いいたします。 

開催日時：2022 年 4 月 7 日（木）8 時～ スタート 

開催コース：青梅ゴルフ倶楽部  

参加費：8,000 円（コーヒーブレイク・賞品代含む） 

＊うち、3,000 円をポリオプラス基金に個人名で指定寄付

します。 

 

 1 月 18 日（火）東中神「翠凰楼」にてクラブ内 IM 実行

委員会が開催されました。若杉実行委員長をはじめ、22 名

の会員に参加をしていただきました。 

 
 

●卓話「年男大いに語る」 
 

曳地 義正会員 

 今年は寅年ということで、36 年

に 1 度の「五黄の寅」と呼ばれる

特別な年です。1914年生まれの方

が 108 歳、私は 1950 年生まれで

72 歳です。 

 私は車の話しか出来ませんの

で、お話させていただきますが、

日本の車の文化は明治時代から

始まり、戦争が終わり 1960～70 年代にモータリゼーショ

ンの全盛となりました。しかし、その頃から光化学スモッ

グなどの公害問題が発生していました。現在は、EU ヨー

ロッパは2035年には全てのガソリン車を禁止すると発表

しています。これに対して日本は少し対応が遅れている

ようです。 

 次に何になるのかと言いますと、今のところ、電気自動

車が 1 番有力です。クリーンディーゼル車などは全て禁

止となります。バイオ燃料や合成燃料などは石油メーカ

ーが研究をしています。まだ研究中ですが、水素などもあ

り先は分かりません。他に燃料電池車（FCV）などは水素

の供給が上手くいくと、かなり有望だと思います。 

 トヨタは電気自動車にはあまり力を入れていない印象

がありましたが、去年 16 車種の電気自動車を発表しまし

た。これからどうなっていくのか、非常に楽しみで興味が

あります。  

2022 年（令和 4年）1月 19 日（水） 

第 1527回例会報告 

 



荒川 義昭会員 

 本当に久しぶりの例会で、この

場に立たせていただきまして、緊

張しております。2 年半くらいご

無沙汰しておりましたが、星野初

代会長をはじめ、色々な方にご指

導いただきまして、今またこうや

って皆様の前に立つことが出来

まして、心から感謝申し上げます。 

 私は今年 60 歳で年男、5 回目の年男です。振り返って

みますと、節々で色々なことがありました。24 歳までは、

学校を卒業してから、初めて新潟へ 4 年近く行き、そこ

で妻と知り合うことが出来ました。その後の 12 年間は、

こちらへ戻ってきてから、バブルになり日本中本当に景

気が良くて、とにかく仕事仕事ということと、結婚して子

供が出来たということが、24 から 36 までの間の大きな節

目でした。その後の 12 年は仕事だけではなく、色々な団

体にも所属して、大勢の方達と仕事以外のところで知り

合うことが出来ました。ロータリークラブへも 47 歳くら

いの時に入会しました。私の人生でプラスになり、有意義

な 12 年でした。 

 その後、今までの 12 年で 1 番大きかったのは、父が亡

くなり、ロータリーやその他の方々からご指導いただき、

親父の偉大さを知ったことです。あっという間の 60 年で

した。荒川木工所は今年、私と同じ歳の 60 周年です。私

の目標は、100 年企業になれるようその礎を築いていくこ

とです。 

 
 

●ニコニコ BOX     （田畑 勝久親睦委員） 

 

 
 

○石岡会長 

曳地会員、荒川会員、「年男 大いに語る」卓話よろしく

お願いします。 

 

○伊藤会員 

久々に荒川会員の元気な姿を見て、ニコニコします。 

 

・岡野幹事 

荒川会員、曳地会員、年男の卓話ありがとうございました。 
 

・志賀会員 

曳地さん、荒川さん、本日卓話ありがとうございます。楽

しみにしていました。 

 
 

1 月結婚記念 

西野会員・久田会員 

 

1 月誕生記念 

犀川会員 

●出席報告        （鈴木 栄出席委員） 
 

 
 

会員数  48 名 

 

出席義務会員  47 名 

 

本日の出席  33 名 

 
 
 
 

●次週例会予定 （岡野 和弘プログラム委員長） 
 
 
 

2022 年 1 月 26 日（水） 

卓話「年男大いに語るⅡ」 

石岡 孝光会員、若杉 司会員 

 
 
 

 
 
 

●委員会報告    （岩本 勝宏青少年委員長） 
 

 2 月 13 日（日）青少年野球の送

別大会兼東京昭島中央ロータリ

ー杯が行われます。決勝戦は午前

10 時から、閉会式は午前 12 時か

らです。今回も例会扱いとなりま

すので、集合時間は午前 11 時 30

分です。場所はくじらグラウンド

の 3 面です。大会後の懇親会は、

このような状況ですので、中止とさせていただきます。 

 多くの方のご参加をお願いいたします。詳細につきま

しては、皆様へ FAX をお送りいたします。 

 
 
 

●閉会点鐘         （石岡 孝光会長） 

 
 
 

 


