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●本日の司会

（田畑 勝久副 SAA） ●会務報告

FAX

042-544-1002

（中村 重昭会長）

本日は何をお話しようかと考
えまして、やはり私のことを知っ
て頂こうと思いまして、自分自身
の話をさせて頂きます。テーマは
なぜ剣道を 20 年間続けてこられ
たかということです。
39 歳の時、当時息子が中学 1 年
生で、何か一緒に新たにスタート
●開会点鐘
（中村 重昭会長） 出来るものはないかと相談しましたら、剣道がやりたい
と言われました。調べてみると、近所に道場がありまして、
思い切って行ってみました。練習を見てみると、自分には
●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 出来る自信が無かったのですが、子供がやりたいという
のだから仕方がないと思い、始めてみることにしました。
当初はトレーニングウェアを着ていたのですが、先生は
なかなか胴着を買いなさいと言ってくれませんでした。
●本日のお客様
大変苦しい稽古でしたので、子供が辞めたら一緒に辞め
ようと考えておりました。それが結果的に 20 年続けるこ
とが出来ました。なぜなのか考えてみると、最初は大人は
12 名から始まったのですが、最終的には 25 名くらいにな
り、私と年齢の近い方が多くいらっしゃいました。北辰一
刀流の道場でしたので、道場には北斗七星のマークがあ
りました。道場訓は、気は強く、技激しく、仲睦まじく、
というものでしたので、稽古は厳しかったのですが、稽古
の後は皆でお茶飲みながらワイワイやるのが常でした。
特に日曜などは、稽古の後は近くの店に集まって 4 時く
東京昭島ロータリークラブ 会長
三田 忠様
らいまで、剣道談義をよくしました。その後も 2 次会な
東京昭島ロータリークラブ 幹事
森島 徳幸様
どと言っては、結局夜の 10 時くらいまで飲んでいたりし
ました。それが、私だけでなく剣道仲間にとっても親睦が
●ご挨拶（東京昭島ロータリークラブ会長三田 忠様） 強くなりました。指導者に恵まれ、仲間に恵まれた剣道だ
ったと思います。
これは、ロータリーにも繋がる気がしています。クラブ
先ず以って、中村会長、志賀幹
事の 1 年が始まったということで、 の中で仲間が出来て、良い先輩に恵まれ、会合が楽しくな
大変おめでとうございます。私共 り、新しい仲間が増えて、といった形で同じような感覚が
のクラブは 55 周年になりますが、 あります。同じような気持ちで取り組んでいこうと思い
私は第 57 代の会長を務めさせて ます。
頂きます。どうぞよろしくお願い
いたします。
今年度は 55 周年ということで、
4 月 20 日（木）にこちらの昭和館で式典と懇親会を予定
しております。事業は着々と進んでおりまして、当日に皆
様にご披露出来ればと思っております。是非とも、昭島中
央の皆様にお越し頂ければと思います。

●幹事報告

（志賀 義任幹事）

宇田川 泰弘親睦委員長

地区より「ポリオ根絶支援企業
の募集」についてお知らせが届い
〈基本方針〉
ております。ロータリーでは、ポ
会員相互がより一層友情を深め、
リオ根絶を最優先事項としてお
会員家族、地域の方々も含めた親
ります。地球上から完全にポリオ
睦の輪を広げる。
が根絶されるまで、更なる支援を
お願いしたいということです。1
〈事業計画〉
口 5 万円からの寄付で、感謝状と
①会長、
幹事、
及び各委員会と連携を取り親睦活動を行う
エンドポリオのピンバッヂが送付されるそうです。また、
②新会員が早くロータリー活動を楽しめるよう心配りに
地区大会の時に企業名の発表も行われます。
努める ③ニコニコボックスの発表を確実に行う ④ク
赤坂ロータリークラブより創立 35 周年の記念誌が届い リスマス例会や親睦旅行では会員、会員家族が多く参加
出来るよう企画する
ております。ご覧になりたい方はお声掛けください。
7 月 14 日（木）地区の第 1 回米山記念奨学セミナーが
開催され、私と伊藤米山委員長で参加をして参りました。 鈴木 洽六出席委員長
現在会員は 48 名です。出席率
本日、15：00～18：00 まで地区会員増強セミナーが
を上げる為に、年齢構成について
ZOOM にて開催され、会長、幹事、増強委員長が参加をい
まとめてみました。49 歳以下の会
たしました。
員は 5 名、50 歳から 59 歳の会員
は 17 名、60 歳から 69 歳の会員
報告が遅くなりましたが、壇上に掲げてございますイ
は 9 名、私を含め 70 歳以上の会
マジンロータリーの看板ですが、鈴木栄会員に作成して
員は 17 名いらっしゃいます。そ
頂きました。会長テーマの看板は成田会員に作成して頂
の平均年齢は 63.233 歳です。や
きました。大変ありがとうございました。
はりロータリーも高齢化が進んでおります。これからは
本日の例会終了後に理事会を開催いたしますので、理 若い方が活躍出来る場を設ける為に、どんどん出席をし
事の方々はご出席をお願いいたします。
て頂き、大先輩方が面白い話をして頂いたり、時には悩み
事を聞いてあげたりすることが我々の責務ではないかと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

●新年度各委員長活動方針Ⅰ
本田 征勇奉仕プロジェクト委員長

柴田 智幸青少年委員長

皆さんご存知の通り、またコロ
ナ感染者が増加しており、各委員
長さんが思っているような活動
が出来るのかと、心配しておりま
す。すでにくじら祭が中止となり
ました。このような状況下で微力
ではございますが、私へ相談をし
て頂ければ、多少なりの力添えが
出来ると思いますのでよろしくお願いいたします。

青少年委員会のメイン事業で
ある青少年野球教室ですが、ここ
2 年くらい開催が出来ておりませ
ん。現在もコロナが増えておりま
して、子供達の活動が非常に制限
されていて、大人はこのようにし
て集まることが出来るのに、子供
が集まることが出来ないという
のは、理不尽な感じもいたします。野球教室は子供達も楽
しみにしていると思いますので、もし仮に開催が出来な
かったとしても、子供達に何か思い出が残せるようにそ
れに代わるものをやりたいと考えています。
他にも柔道大会、ロータリー杯と事業がございますの
で、一生懸命やっていきたいと思いますので、皆様のご協
力をよろしくお願いいたします。

伊藤 満雄米山奨学記念委員長
皆様に何度も米山へのご協力
をお願いしてまわると思います
が、悪しからず、どうぞよろしく
お願いいたします。

中澤 紀之国際奉仕委員長
私は、先日の IM で多摩中各ク
ラブの活動を紹介する動画をま
とめる担当だったのですが、改め
て思ったのは、車椅子を送るとい
う当クラブの継続事業というの
は、素晴らしい活動だなと感じま
した。先輩方がしっかりと培って
きたものをそのままということ
ではなく、自分自身の気持ちも含めて太く活動したいと
考えております。
1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。

岡野 和弘広報・会報・IT 委員長
主な活動は、例会や事業の写真
を撮影することで、基本的には委
員長の私が担当しようと考えて
おりますが、私が出席出来ない時
には、委員の皆様にお願いをした
いと思います。
基本方針は、「クラブの活動内
容を広く伝えるとともに、増強に
も役立つ広報活動をする」ということで、1 点考えている
ことは、何年か前にクラブのリーフレットを作成したか
と思いますが、やはり増強に当たってはリーフレットが
役立つと思います。こちらは内容的に古い部分もござい
ますので、その部分は改訂をして活用をしていきたいと
思います。
最後に、先日参加した地区のセミナーで印象に残った
ことをお話させて頂きます。地区のホームページですが、
ロータリー向けから一般の方へ向けた内容にリニューア
ルされました。それから、クラブのホームページがスマホ
対応が出来ているのかについてお話がありました。また、
服部パストガバナーから、自分がロータリーを楽しまな
ければ、誰かを誘おうという気持ちにはなれないという
話がありまして、やはり会員自身が楽しんで良いクラブ
にしていくことが、最終的には増強になるのだと思いま
した。1 年間よろしくお願いいたします。

重森 元樹青葉会委員長
青葉会のメンバーは入会 3 年未
満の会員となります。まずは、ロ
ータリーを生活の一部として頂
き、出席をして頂くことが青葉会
の務めだと考えます。活動として
は、方針などは無く、自由にやっ
てよいと言われております。です
から、1 年を通して 4 回程度先輩
方をお呼びして、お話を聞かせて頂く機会を設けて、それ
と同時に皆さんとの懇親を深められるような活動をして
いきたいと思います。
これは、青葉会のメンバーだけでは目的を達成出来ま
せんので、先輩方にご協力を頂きながら新会員がクラブ
に定着するような活動を続けたいと思います。
どうぞ 1 年
間よろしくお願いいたします。

●ニコニコ BOX

（宇田川 泰弘親睦委員長）

◎東京昭島ロータリークラブ
会長 三田忠様・幹事 森島徳幸様
中村会長、志賀幹事、中央ロータリークラブの皆様 今年
1 年よろしくお願いいたします。今年は周年もあります。
◎下田会員
昭島クラブ 三田会長、森島幹事

ようこそ！

○中村会長
東京昭島ロータリークラブ三田会長、森島幹事様ようこ
そ。今後ともよろしくお願いします。
○志賀幹事
三田会長、森島幹事 ご来訪ありがとうございます。
委員長の皆様 本日よろしくお願いします。
・石岡会員
各委員長様、活動方針よろしくお願いします。昭島 RC 三
田会長、森島幹事、ご来訪ありがとうございます。

●出席報告

（石岡 孝光出席委員）
会員数

48 名

出席義務会員

47 名

本日の出席

24 名

●次週例会予定（重森 元樹プログラム副委員長）

田畑 勝久職業奉仕委員長
コロナでここ 3 年程、会社訪問
や観桜例会が出来ませんでした。
どちらも宇田川親睦委員長と相
談しながら、実現出来るよう努め
て参りたいと思います。

7 月 27 日（水）
富澤ガバナー公式訪問
昭島 RC との合同例会

●閉会点鐘

（中村 重昭会長）

