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ロータリー財団チーム
三田 忠チームリーダー
左より

【開会点鐘】1２時３０分
坡山浩二 会長
ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー

(株)サブスリー・他
安保 満 会員
(有)クローバー
雨倉寿久 会員
坡山会長、 安保満会員
雨倉寿久会員、 畢幹事

チーム報告

竹前理映子 会員

親睦活動出席チーム
出席報告

あいさつ
竹前理映子会員
私はもうすぐ妊娠８ヶ月になります。
(満場拍手) ありがとうございます。これから赤ち
ゃんがそばにおりますので、しばらく出席免除
をさせて頂きます。退会の意志は全くありませ
んので、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。

創立５１周年記念の乾杯

安保

金井悦子 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

４２名

事前メークアップ

本日の出席率

１名

８２.６９％

事前メーク
メークアップ

小山(善)会員
１月８日分木 野会員 、 西川会 員
出席率 ９４．２３％ に訂正

満 パスト会長

会務報告
坡山浩二 会長

会員誕生日
伊藤僡彦会員
渡辺和義会員
小野正敏会員
河辺光利会員
左より

坡山会長、渡辺会員、伊藤会員、河辺会員、畢 幹事

結婚記念日
１．１月は「職業奉仕月間」に
なります。「職業奉仕」は理
解が難しく難解な概念と云
われておりますが、皆様のお手元に届いております「ロータ
リーの友」8.9頁に記載されております。ガバナー月信にも
服部ガバナーが触れられております。
2．1月11日にＡＩＪ(昭島青年経営者クラブ)、1月12日(土)にＪＣ
(昭島青年会議所)の賀詞交換会に畢幹事と参加して参りま
した。多くの昭島ＲＣ会員の皆様も参加されておりました。
3．3月13日(水)に予定されている東京国立ＲＣ創立50周年記
念式典の当クラブ登録人数は約20名位です。当クラブの50
周年には国立ＲＣより24名お越し頂きました。もう少しご参
加をお願い致します。
4．米山奨学生受入は張季媛さんは終了となりますが、次の受
入をさせて頂きます。皆様のご協力をお願い致します。

篠 易男会員
日下部恵造会員
木野常男会員
鈴木圭一会員
小野正敏会員
野村芳樹会員
左より

坡山会長、野村会員、篠 会員、鈴木会員、河辺T．L、畢 幹事

パ ー ト ナ ー 誕生日 篠易男会員夫人､植松一良会員夫人
栄田不二雄会員夫人
銀婚式のお祝い
渡辺和義 会員

鈴木圭一 会員

幹事報告

畢 煜 幹事
1．皆様のテーブルに12月第6回理事会議事
録、ガバナー月信、ハイライトよねやまをフ
ァイルさせて頂きました。。
2．会長からもお話しがありました、東京国立ＲＣ
50周年記念式典参加をお願い致します。

左より 河辺T．L、畢 幹事、渡辺会員、坡山会長
畢幹事、坡山会長、鈴木会員、河辺T．Lí

ロータリー情報雑誌チーム
「ロータリーの友」１月号紹介
井上隆彦 委員
今月は「職業奉仕月間」です。
【横組み】3頁「ＲＩ会長メッセージ」の冒頭に“職
業奉仕は、定義するのは難しいかもしれません
が、説明するのは簡単です。端的に言えば、ロ
ータリーと職業が重なり合うところ、つまり仕事
を通じてロータリーの理念を実践するのが職業
奉仕なのです。・・・”と記載されています。併せ
て8-9頁をお目通し下さい。16頁「職業奉仕の精神を若者に・
・・」など職業奉仕についていろいろな面から記載されておりま
すので是非お目通し下さい。
【縦組み】4頁「日本で一番大切にしたい会社」をお目通し下さ
い。28頁“ロータリーアットワーク”にいろいろな取り組みが紹
介されています。読みますと奉仕活動の幅広い紹介があります。
職業奉仕が私たちロータリアンの根っこだということです
が、6年位前の規定審議会では、職業を持っている人でなくて
もロータリアンになれるという、職業が必須の項目条件から外
れていますが、今回の規定審議会に職業が必須にする提案
が出ておりますので採択される可能性もあります。
２０１８～１９年度地区役員会
報 告
安保 満 ガバナー補佐
昨日1月16日(水)に開催されました。地区役
員会の構成は、ガバナー、ガハナーエレクト、
ガバナーノミニー、研修リーダー、研修リーダ
ー補佐、地区幹事、地区副幹事、ガバナー補
佐、グループ幹事、地区常設委員会委員長
直轄委員会委員長のメンバーです。昨日は半期を振り返って

【年男卓話】
○岡本慎一 会員
昭和46年生まれです。亥年で前回の亥年、
2007(平成19)年は、社会の動きは第1回東京
マラソン開催、赤ちゃんポスト設置の許可、先
ほど阪神淡路大震災が24年前というお話しが
ありましたが、2007年にも大きな地震がありま
した。新潟中越地震は死傷者800人以上とい
う事でした。身近なところでは、立川署巡査長が拳銃で殺害、
と云う記事もありました。郵政民生化がスタートしました。
芸能スポーツ関係では、藤原紀香と陣内智則が結婚、ZARD
の坂井泉水が死亡、沢尻エリカ舞台挨拶でだんまり騒動、は
にかみ王子の石川遼が15才8ヶ月でツアー優勝などがありま
した。2007年に始めて猛暑日という表現が生まれました。私自
身の2007年は、当社が中国に一気に二つの工場を進出し立
ち上げました。2007年12月に調印式があって翌年より稼働し
ております。その後茨城工場なども出来て、2007年の亥年より
12年間、仕事でバタバタしていた12年間でした。
最初に家庭奉仕と申し上げましたが、ほとんど家庭にいる
事もなく、今年は家庭奉仕(笑い)を最優先にしたいと思います。
海外では、アメリカでサムプライムローン問題が起こり、2008
年にリーマンショックの引き金になったと云われています。マイ
ナスイメージが強い亥年2007年でした。
今年は年号もから新しい元号に変わり、2020年に向けて、
ステップアップの年にしたいと思っています。昨年1月から毎
週日曜日の朝早くに10ｋｍマラソンをしており、継続して皆勤
しています。又、お客様の勧めと健康のために昨年より茨城
県の勝田全国マラソンの10ｋｍに参加してあります。そして、
子供に頑張る姿を見せたいと思います。これから10年間につ
いて本社工場のレベルアップと改革、リフレッシュ、人材育成
などしたいと思っています。最後にロータリー活動の精一杯頑
張りたいと思っています。ありがとうございました。
○河辺光利 会員
ロータリークラブに入会して1年半になりま
す。今年度は親睦チームリーダーを務めさせ
て頂いておりますので、何かと登場する機会が
多くありますが、今年は12年に一度の年男卓
話と云う事で当たり年かはわかりませんが、三

グループの活動、常設委員会活動を委員長はじめから発表
されました。多摩中グループは後半イベントが多くありますの
で報告して参りました。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表
平 雅徳 委員
坡山会長 本日は沢山の会員お祝いがござい
ます。お祝事はいいですね。
岡本会員、河辺会員。「年男卓話」
楽しみにしております。
畢 幹事 岡本会員、河辺会員の卓話を楽しみにしています。
渡辺会員、米寿おめでとうございいます。
鈴木圭一会員の銀婚式、大変喜ばしく思います。
伊藤会員 阪神大震災が24年、いち早く65名の救援を組織
し西宮に派遣した事を思い出します。共助の体制
さを強く感じる今日です。
皆様共々今年も強い絆の中で過ごしましょう。
防災を思い乍らニコニコを>
森谷会員 昨年は小生、出席免除会員とは申せ、欠席が多
く大変御迷惑をおかけ致しました。
身の異変とは申せ反省しております。今年は出席
率の向上に勉めたいと思っております。
その反省をニコニコさせて戴きます。
渡辺会員 先週の初例会にディナさんルナさんレイナちゃん
の3人が参加してくれてうれしく思いました。
鈴木(圭)会員 銀婚式を迎えられた事に感謝しニコニコ致し
ます。
本日の合計
73,000円
累
計
1,331,500円
予算達成まで
968,500円
冠を取った気分です。昭和46年亥年で、誕生日は1月29日で
す。まもなく48才になり、立川の病院で3123g
で生まれ、父が34才、母が27才の時に河辺家の長男として生
まれました。私の2つ上に姉がおりますので二人兄弟です。子
供の頃の様子を母に聞きましたが、抱っことおっぱいが好きで
下に置くとなく子のようでした。歩くの遅くおばあちゃんからは
足を切っちゃえと冗談もあったようです。生まれた昭和46年は
NHKテレビのカラー化、仮面ライダーの放送開始、横綱大鵬
が引退表明、マクドナルド1号店が銀座にオープン、アポロ14
号月面着陸などありました。当社は生まれたとき1ヶ月前の昭
和45年12月が創立です。父は脱サラで印刷業を始めました
が、もしものために大型免許を取っていたようです。昭和58年
の年男は中学1年生で友人と遊びほけていた、勉強嫌いの中
学生だったと思います。次の年男は24才になり、大学を卒業
して東京トヨタ自動車に就職をしておりました。営業で入り車
を売らないといけなく、テリトリーが与えられ、ローラー作戦で
はじからドアを叩いて訪問しましたが、トヨタの中にも系列が多
くあり、自社の中でも競争をしていました。3年おりましたが両
親より戻る様に云われ、25才の時河辺印刷で仕事をする様に
なりました。36才の年男では、印刷業に携わって10年以上が
経ち、ある程度一人前として会社を支えておりました。父は奉
仕活動が忙しくなり、実務は私と叔父の専務で行っていまし
た。父より地元商売するなら顔を売ってこいと云われ、26才の
時商工会青年部に入り14年間勉強させて頂き卒業して、40才
でＡＩＪに入り5年間活動させて頂きました。46才にロータリーに
入会して現在に到っております。現在は楽しく“ハマっている”
状態です。ありがとうございました。
謝辞・記念品贈呈

閉会点鐘

坡山浩二 会長

例会案内
1月３１日(木)
第 ２４８５ 回 例会
卓話「脳が喜ぶ= 左より 坡山会長
笑顔がうまれる=
河辺光利会員
岡本慎一会員
シナプソ」
畢 幹事

