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第２４８７回 ２０１９年２月１４日(木) 例会報告

ＢＧＭ ボブ・ディラン 「HIGHWAY ６１ REVISITED」

○司 会 矢口 完 副幹事

【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 西川哲造 会員

来訪者紹介
東京立川ＲＣ 亀田真理 様

会務報告 坡山浩二 会長
１．今日2月14日はバレンタインデーで事務局
の石坂さんと女性会員よりチョコレートを頂
いております。ありがとうございます。
今朝方、我が家では机の上にチョコレート
が置いてありました。

2．1月31日(木)に行われました理事会の議事
録が出来ております。回覧しておりますのでお目通し下さい。

3．2月7日(木)に細則改定について第2回目の委員会が開催
されました。

4．私は2019-20年度地区青少年奉仕委員会のお手伝いをさ
せて頂きますが、2月8日(金)にキックオフが開催され参加し
て参りました。
ローターアクト、インターアクト、RYLA(ロータリー青少年指
導者養成プログラム)も、ぜひ皆様の事業所の若い方など
に良いセミナーだと思いますので参加されてはと思ってお
ります。

5．2月12日(火)三大研修の一つ地区チーム研修セミナーが
開催されました。
当クラブより地区へ９名が出向致しますので、皆さん参加頂
いておりました。

6．来週はグアムへ地区大会で参ります。当クラブは15名で矢
口副幹事を団長として行って参ります。本日は結団式もご
ざいます。よろしくお願い致します。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．各テーブルに“ハイライトよねやま”など配
付させていただきました。

２．地区より「ロータリーデー」のポロシャツ販売
の案内が届いています。今年度ＲＩ(国際ロ
ータリー)方針として「ロータリーデーの開催」と
なっております。開催は5月12日(日)赤坂を
予定しています。詳細は後日報告致します。

チーム報告
親睦活動出席チーム

２０１９～２０多摩中グループ協議会及び被選理事会
報 告 向山英雄 会長エレクト

1月31日(木)に第1回被選理事会を開催しま
した。主な議案は①今後の被選理事会開催日
について ②次年度は出向される方は予算
上限を超えた部分の自己負担について
③社会奉仕活動は補助金申請もあり、ASAPと
打ち合わせについて ④地域に対する奉仕
活動について考える ⑤会計監査を高橋信

隆会員、プログラム会報チームリーダーを森島徳幸、会員親
陸活動出席チームを金井悦子会員にお願いとご承認を頂き
ました。
多摩中グループ協議会が2月7日(木)に

開催されました。次年度国際ロータリーの
テーマが発表になりました。
次年度ＩＭ (Intercity Meetingの略)は各

クラブで予算立てとなり、2021年5月頃の開催となります。
多摩中グループ親睦ゴルフ大会は、11月19日か11月26日

の予定となりました。
交換留学生は順番では昭島中央ＲＣとなりますが、考慮中

と云う事でした。
クラブ細則点検改正委員会
報 告 向山英雄 委員長
当初細則変更なしと云う事でしたが、一点検討したい事案

がありましたので再度委員会を開催する事になりました。
奉仕プロジェクト委員会
企業(アジ研)訪問移動例会案内 向山英雄 委員長
3月7日(木)は移動例会でアジ研(国連アジア極東犯罪防止

研究所)の見学に参ります。昭和館より11時30分発、11時50分
着となります。送付FAXの返送をよろしくお願いします。

出席報告 髙橋文博 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 ４３名

事前メークアップ 本日の出席率

０名 ７９.６％
事前メーク なし
メークアップ ２月７日分

髙橋会員
出席率訂正 90.2％⇒９２.１６％



【卓 話】 テーマ 「私の履歴書」

高橋信隆 会員
昨年11月に入会させて頂きました。
私の履歴書でお話し致しますが、大して面

白い話はありません。
1966(昭和41)年4月17日に、群馬県前橋市

で生まれました。父親は中学の教員をしており
ました。生まれた昭和41年には、日産自動車

の「サニー」発売、インスタントラーメンの「チャルメラ」発売、ウ
ルトランの放映開始、そしてビートルズの来日、昭和41年3月
に日本の総人口一億人を超えました。また、昭和41年は丙午
で特殊な年です。この年の出生数は136万人です。この数字
がピンとこないので調べましたら、過去に136万人より少ない
出生数は70年前の明治29年でした。因みに昭和40年は186
万人、昭和42年は193万人という事でした。
4才、幼稚園のときに昭和45(1970)年に群馬県群馬郡群馬

町に引っ越しをして高校まで住んでいました。現在は高崎市
になっています。小学校・中学校時代は野球をしていました。
中学までは運動を盛んにしていましたが、高校に入って大学
受験がありましたので勉強もしておりましたが、何にもしない高
校生活でした。大学は昭和60(1985)年に国学院大学に受か
り、東京に出ました。
名字の話ですが、髙橋姓は全国で3番目で、佐藤、鈴木、

高橋で4番目が田中てす。東日本は特に多く、群馬県は高橋
姓が一番多いです。幼稚園から高校までの間に、クラスに髙
橋姓が私一人だけという記憶はありませんでした。多いときに
は3人位おりました。大学に入ったときにクラスに70人いました
が、私一人だけで、その時はうれしかったというか感動しまし
た。大学生活はバイトしたりしていました。父親が中学の教員
で、日本史が好きで、日本史関係の本で司馬遼太郎の長編
小説は全部読みました。大学を卒業して東和銀行に入行しま

したが、最初の店は高崎支店でした。初日に赴任したときに
支店長から云われた言葉は「また、髙橋か=」と云われた事は
良く覚えています。一支店に髙橋姓は大体3人位おります。支
店長が髙橋、副支店長が髙橋という事もありました。
3年位所沢市支店にいて、前橋南支店、群馬町店、前橋西

支店、桐生支店、境支店、水上支店、前橋西支店に支店長
で行って、本部推進部から昭島支店支店長で参りました。
家族は平成6(1994)年に結婚して、平成7(1995)年に長男、

平成10(1998)年に次男が生まれ、現在は二人とも就職してお
りますので、私が単身赴任のため家族4人は別々に住んでい
ます。高校当時からのタバコは平成22年に一大決心をして止
めました。昭島支店に前に来ている方とは、一緒に仕事をし
ていた方が多く居て、私としては名誉を感じるところです。
なるべく昭島支店に永くいた
いと思いますが、そのために
は業績を上げないと居られま
せん。皆様にはご協力をお願
い致します。

謝辞・記念品贈呈

閉会点鐘
坡山浩二会長

例会案内
2月21日(木)振替休会

2月23日(土)グアム地区大会
2月28日(木)ウィスキー例会(夜間)
3月 7日(木)アジ研見学移動例会

左より 坡山会長、相田会員
栄田会員、畢 幹事

グアム地区大会結団式 矢口 完 副幹事

2月22日に11時の飛行機で
出発します。ロータリーに昭島
ロータリーありと云う事で、地区大会で楽しん
で参ります。

代表挨拶 丸鶴信一 会員
いろんな経験をして戻ってき

たいと思います。無事に帰還できるように皆様
よろしくお願いします。

ニコニコＢＯＸ発表 金井悦子 委員
亀田真理様(東京立川ＲＣ)

本日はメーキャップでお邪魔しまし
た。よろしくお願いします。

坡山会長 本日はバレンタインデーです。
今朝、家内より後で非常に高くつく
義理チョコを頂きましたので、ニコ
ニコします。
高橋信隆会員、「私の履歴書」楽しみにしております。

畢 幹事 亀田真理様ようこそ。
高橋支店長、卓話をよろしくお願い致します。

本日の合計 36,000円
累 計 1,452,500円
予算達成まで 847,500円

左より
畢 幹事
坡山会長
安保会員
小山(善)会員
大野会員
相田会員
河辺会員
丸鶴会員
髙橋(文)会員
事務局 ・石坂さん

挨拶されている
矢口副幹事

ＲＬＩ(ロータリー・リーダーシップ研究会)パートⅢ
報 告 平 雅徳 会員
2月8日(金)に開催され、参

加して参りました。今回で卒業
となりますので楽しみにしてお
ります。また、推薦をして頂きま
した会員の皆様、ありがとうご
ざいました。一日の長い研修
ですが、ディスカッションリーダ
ーのもと少人数で緊張感ある研修でした。会社でも役に立つ
様な手法なども学びました。
報 告 髙橋文博 会員
パートⅢに申し込み、最初のセミナーが「集大成の発表」で

少し困りました。これからパートⅠ、パートⅡも勉強していきた
いと思います。よろしくお願いします。

次年度地区ロータリー財団委員会
２０１９～２０地区チーム研修会報告

安保 満 委員長
2月12日(火)グランドハイアット東京で開催さ

れました。クラブより坡山会長、髙橋(文)会員、
平会員、相田会員と参加しました。3月13日・1
4日にＰＥＴＳ(会長エレクト研修セミナー)、4月

15日(月)地区研修協議会が三大研修と云われているもので
す。 今回はマーク・ダニエル・マローニー会長エレクトのテー
マ、次年度浅田ガバナーより地区運営方針などの報告があり
ました。後半は懇親会ではおいしい食事を頂きました。

親睦活動出席チーム
観桜例会の案内 河辺光利チームリーダー
日 時 3月28日(木)

例会18時～ 懇親会18時30分～
会 場 車屋

八王子芸者さんのお酌など
その他、余興はマジックショー


