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第２４７５回 ２０１８年１１月１日(木) 例会報告

ＢＧＭ 「SAXOPHONE COLOSSUS」 SONNY ROLLINS

○司 会 矢口 完 副幹事

【開会点鐘】12時30分 坡山浩二 会長

国歌斉唱 「君 が 代」
ロータリーソング「四つのテスト」

ソングリーダー 西川哲造 会員

来訪者紹介
東京米山ロータリーＥクラブ２７５０ ファオジオ・ディナ様

会務報告 坡山浩二 会長
１．早いもので１１月になりました。7.8．9.10
月の四ヶ月が今年度経過致しました。あと
残り２/３ございますが、皆様のご協力のお
かげでここまで何とかクラブの運営が出来
ております。引き続き皆様のご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

2．先週例会終了後に理事会が開催されま
した。議事録を回覧の予定ですが、次週

の例会は多摩中グループ懇親コンペにより休会に決定して
おります。次々週は立川ＲＣとの合同夜間例会になってい
ますので、議事録は11月22日の例会で回覧させていただ
きます。

3．本日「細則改訂資料」を皆様のポストに入れさせていただ
きました。細則改訂委員会がこれからスタート致します。5年
に一度の見直しがクラブでは義務づけられていますが、皆
様のご意見もよろしくお願い致します。
また、ベトナム医療支援で私たちはベトナムに伺う予定にな
っています。帰りましたらご報告をさせていただきます。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．10月25日(木)に理事会が開催され、高橋
信隆様(東和銀行昭島支店長)の入会推
薦が承認されました。本日より7日間に推
薦に対する異議申し立てある方は書面に
て提出をお願い致します。

2．昭島市企画部より多摩西人権啓発活動
地域ネットワーク協議会より「講演と音楽の

つどい」の案内 が届いています。

日 時 11月18日(日)
会 場 KOTORIホール（昭島市民会館）

3．11月16日(金)立川ＲＣとの合同夜間例会の参加人数は現
在33名になっています。当日は立川ＲＣの希望によりニコ
ニコは全員発表となっています。

来訪者挨拶 ファオジオ・ディナ 様
インドネシアでも8月に地震が発生しました。

液状化という現象も認識され始めました。
昭島ＲＣで友人が地震と津波について紙芝

居をしましたが、今回、私も一緒に紙芝居をイ
ンドネシアでしました。日本で得た知識をイン
ドネシアに広めたいと思っています。

チーム報告
親睦活動出席チーム

河辺光利 チームリーダー

篠 易男会員、鈴木一昭会員
斉藤 貢会員、平原保男会員
丸鶴信一会員

篠 易男 会員

森谷晴一会員、志茂光男会員
井上隆彦会員、村山恒夫会員
西野利幸会員、日恵野裕之会員
森島徳幸会員、奥山雅英会員
高橋信隆会員

向山英雄会員夫人
大貫政義会員夫人

出席報告 斉藤正憲 委員
会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５４名 ６名 ４８名 ４１名
事前メークアップ 本日の出席率

２名 ８４.３１％
事前メーク なし
メークアップ
１０月２５日分 西野会員

出席率 ７８．８５％ｉに訂正

会員誕生日

結婚記念日

パートナー誕生日

左より 畢幹事、篠会員、斉藤会員
平原会員、丸鶴会員、
河辺T.L、坡山会長

左より 畢幹事、篠易男会員
河辺T.L、坡山会長

左より 畢幹事、森谷会員、志茂会員
井上会員、村山会員、日恵野会員
森島会員、高橋(雅)会員、坡山会長
河辺T.L、

パートナー誕生日

米寿のお祝い



【卓 話】 テーマ 「私の履歴書」
丸鶴信一 会員
私は1976(昭和51)年11月9日に埼玉の川口
市で生まれました。親からは“おまえは川から
拾ってきた”とか“橋の下から拾ってきた”など
小学校５年生の頃まで信じていました。父親は
鹿児島、母親は埼玉県出身の両親になります。
丸鶴という名字は非常に珍しく自分も今まで、ま

だ行き会った事はありません。後に春日部に引っ越し、春日
部から松伏町に移り家を建てて、１８年間過ごしていました。
高校を卒業した年に、たまたま務めていたガソリンスタンドの
前のバス停に立っていた女の子に声をかけたのが、元の家内
です。高校を卒業した年、１１月１日に子供が出来て結婚しま
した。翌年に長女が生まれ、その４年後に次女が生まれまし
た。その頃までは家も建てて、すごく幸せなサラリーマン家庭
でした。平成２４年１１月１日に「いい夫婦だったね」という事で
お別れする事になりました。若くして結婚して、若いながらも少
しでも良い生活、美味しいものを食べさせたいという思いもあ
って、営業の道を続けてきましたが、それがあって自分がある
のかなと思い、今となつては子供、嫁さんにも大変感謝させて
頂いています。2015(平成27)年3月3日に今の株式会社ユー
アイプランニングを作り独立しました。元々ガス会社関係の卸
営業をしていて、そのつながりで今の商売につなげていま
す。昨年2017(平成29)年12月1日に割烹丸福をオープンさせ
る事が出来まして、現在に至っております。営業時代からのお
付き合いで拝島駅前の商店街の方から声をかけられ、昭島Ｊ
Ｃのメンバーに相談して一緒にする様になりました。丸福に皆
様にお越し頂きましてありがとうございます。丸福は拝島駅の
駅ナカは25000人くらいの乗降客がおりますので、少しでも南
商店街に降りてきてくれればという思いもあって拝島が賑わえ
ばというコンセプトで行っております。

髙橋文博 会員
Hello=Myname is FumihiroTakahashi。
皆さん私の事を白髪で長身でロサンゼルス

生まれのアメリカ人と思っていませんか？ 祖
母も母も名前はカタカナですが、日本人です。
私が生まれたのは1966(昭和41)年12月1日岩

岩手県岩手県和賀郡和賀町に三男として未熟児で生まれま
した。保育器に入れられて帰宅し、季節柄寒くて私の体は黒
くなって母はもうだめかと思ったらしいです。小さく産んで大き
く育てたと昔云っていました。幼稚園に上がり、写真を撮ると
男の子は青い鞄、女の子は赤い鞄でしたが、私は赤い鞄で
登園していました。どうしても云う事を聞かず赤を買わせたそう
です。小学校の低学年は歩き登校、高学年は自転車登校で
した。私の自転車は昔流行った泥よけを付けスーパーカーラ
イトの格好いい自転車でした。中学校に進学、音楽に目覚め
吹奏楽部でトロンボーン担当になりました。高校は岩手県立
黒沢尻工業高等学校機械科に進みました。田舎でも町はあり
ますので、夕方などは女子高生と散歩をして数名でよく遊ん
でいました。1年生でバイクの免許を取り、バイトを始め夜はよ
く麻雀をしていました。3年生になって車の免許を取り、就職は
東京日野市にある日野自動車に受験し寮生活が始まりました。
3年後に退職、個人の電気工事店でバイトまたは一人親方

で仕事に就きました。25才で独立、26才で(有)緑が丘電工を
立上げ、現在は(株)緑が丘としています。今年無事に25期を
迎えました。
9年前に安保さんに立川法人会青年部会に誘って頂きまし

た。現在は青年部会長を務めさせて頂いております。東京昭
島ロータリークラブに誘って頂き、喜んで入会させて頂き、皆
さんと出会えた事に感謝しております。私が2750地区にいる
事で、何かお役に立てる様に邁進して参ります。現在は42才
の最愛の妻、20才の愛娘、16才の愛息子と黒いトイプードル2
匹と松原町で平穏な日々を送っています。本日の文章は今
朝早起きして考えました。以上となります。ありがとうございました。

謝辞・記念品贈呈

点鐘閉会
坡山浩二 会長

例会案内
11月22日(木)第2477回例会

卓話「米山奨学生として」 張 季媛さん

左より 坡山会長、丸鶴信一会員
髙橋文博会員、畢 幹事

ロータリー情報・雑誌チーム
「ロータリーの友」１１月号紹介

小池満也 会員
【横書き】今月はロータリー財団月間です。私
は地区で補助金委員会で3年間参加をさせて
頂きました。3頁「RI会長メッセージ」に国際大
会に参加する事で何かの目覚めがあり、ハン
ブルグ大会の参加を勧めています。7頁「特集・ロータリー財
団月間」の中、8頁から詳しく記載されています。18頁「ポリオ
撲滅までのガイド」は文章もですが、絵が多く使われてわかり
やすく書かれています。お目通し下さい。【縦書き】4頁は「児
童虐待の実情」は、特に5頁に「保護されるべき子供が保護さ
れないでいる日本」は重要な視点と思います。
地区規定審議委員会
報告 井上隆彦 地区委員長
「四つのテスト」を第1例会に歌っております
が、「四つのテスト」を例会で強調することを推
奨することをＲＩ理事会に求める決議案が提案
されています。決議審議会の決議案は11月15
日までウェブサイトで投票されています。
先日の地区規定審議委員会で上程案を検討協議しまし

た。また皆様に2019年度の裂議案を提案して頂く様にお知ら
せ致しましたが、その他多岐にわたり検討させて頂いています。
地区ロータリー財団・米山奨学委員会
ポリオプラスセミナー報告 阿島征夫 委員長
10月31日(水)に安保会員、雨倉会員と一緒

に出席して参りました。1979年からＷＨＯなど
と協力して活動して2018年に撲滅を掲げてき
ました。残念ながら達成出来ない状況になりま
した。治療方法ははなく、ワクチンで予防する

しかありません。日本では生ワクチンが使われてから急激に減
りました。しかし、生ワクチンは二次感染が起こります。生ワク
チンで感染された昭島市在住のポリオ患者の方の講演を伺
いました。お名前も存じておりますので卓話にお招きしたらどう
かと思っております。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 金井悦子 委員
坡山会長 東京米山ロータリーＥクラブファオジ

オ・ディナ様のご来会を歓迎致しま
す。
丸鶴会員、髙橋会員。本日の「私の
履歴書」、楽しみにしております。

畢 幹事 丸鶴会員、髙橋会員の卓話を楽しみにしています。
ディナさん、いつもありがとうございます。

篠 会員 会員の皆様のご指導をいただく中で、米寿を迎え
ることが出来ました。友情に感謝して。

森谷会員 先日は昭島の森(株)総支配人場崎会員には大変
お世話になりありがとうございました。その友情に
感謝しニコニコさせて戴きます。

丸鶴会員 皆様、日頃から有難うございます。また割烹丸福
をご愛用頂きましてありがとうございます。至らな
い事が沢山ありますが、、今後ともご指導ご鞭撻
の程よろしくお願い致します。

髙橋(文) 栄えある卓話デビューを記念してニコニコします。
会員 必ず皆様に喜んでいただける内容になる様がん

ばります。面白くなかったらまたニコニコします。

本日の合計 67,000円
累 計 934,400円
予算達成まで 1,365,600円


