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ザ・フォーク・クルセダース「新結成記念 解散音楽會」

○司 会 親睦活動出席チーム 金井悦子 委員

【開会点鐘】18時00分
坡山浩二 会長

ロータリーソング
「我らの生業」
ソングリーダー
矢口 完 会員

来訪者紹介
東京米山ロータリーＥクラブ２７５０ ファオジア・ディナ 様
米山学友 張 季媛 様

新会員入会式
新会員 鈴木健一 様

バッヂ授与
新会員紹介

会員増強委員会
日恵野裕之 委員長

昭和51年生まれで42才です。15年前に立川から大神町に
来られ、その後8年前に上川原町に新居を持ち現在に至って
います。ご家族は奥様と三人のお子さんがいらっしゃいます。
職業は塗装業で20年前からされていましたが、昨年株式会社
を設立されました。以上よろしくお願い致します。
新会員挨拶 鈴木健一 会員
皆様と一日も早くなれさせて頂いて、顔を覚えて頂ける様

にロータリーを楽しめる様に頑張りたいと思います。

会務報告 坡山浩二 会長
1．当クラブが永年続けて参りました「カン
ボジア教師育成支援」は、資金の援助
と教材などの提供をさせて頂いておりま
すが、この活動の中心になってる団体は、
公益財団法人CIESF（シーセフ）です。
理事長の大久保様より感謝状を頂いて
おります。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．報告事項のいろいろありますが、次週報告
致します。

来訪者挨拶
○東京米山ロータリーＥクラブ２７５０ ファオジア・ディナ 様

今、中1になると部活動が始まります。忙しくし
ていて家に帰ってくるのは６時半頃です。毎日、
土曜日日曜日もです。
今後共よろしくお願いします。

○米山学友 張 季媛 様
奨学期間が終わってからはじめて昭島ロータ

リーに来られて大変うれしいです。今の時期は
論文などで楽ではありませんが、年内に完成した
いと思っています。この二年間は奨学金を頂き感謝しております。

【謝辞】 記念品贈呈
フォレストイン昭和館 スタッフの皆さまへ

左より 畢幹事、場崎浩一会員
坡山会長



チーム報告
親睦活動出席チーム

皆出席者表彰 河辺光利チームリーダー
篠 易男会員、村山恒夫会員、西川哲造会員、小山善治会員
安保 満会員、鈴木圭一会員、坡山浩二会長、西野利幸会員
栁 賢司会員、小山 満会員、菊池秀三会員、森島徳幸会員
相田禎延会員、阿島征夫会員、木野常男会員、野村芳樹会員
向山英雄会員、北川穰一会員、場崎浩一会員、畢 煜 幹事
矢口 完会員、雨倉寿久会員、河辺光利会員、斉藤正憲会員

「社会を明るくする運動」協力のお願い
次年度社会奉仕･職業奉仕チーム

荒巻正康チームリーダー
7月1日より7月31日迄「社会を明るくする運

動」の強調月間です。4駅でPRのうちわなどを
配布して広報活動を行います。皆様ご参加を
宜しくお願い致します。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 髙橋文博 委員

出席報告 丸鶴信一 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 ４４名
事前メークアップ 本日の出席率

１名 ８８.２４
事前メーク 斉藤(正)会員
メークアップ なし

前列左より 安保会員、小山(善)会員、木野会員、西川会員、篠会員
阿島会員、北川会員、野村会員、場崎会員、雨倉会員、河辺会員

後列左より 栁会員、向山会員、森島会員、畢幹事、坡山会長、鈴木(圭)会員
菊池会員、西野会員、相田会員、矢口会員

矢口会員 坡山会長、ビリー幹事、一年間ありがとうございました。
鈴木健一会員入会おめでとうございます。これから、よろし
くお願い致します。

伊藤会員 坡山会長はじめ役員各位、会員皆様の一年のご活躍、こ
ころより敬意を表しお慶び申し上げます。
入会の鈴木会員の会でのご融和と皆さの益々のご健勝と
ご活躍を祈念してニコニコを>

北川会員 一年間ＳＡＡとしてメンバー皆様のご指導ご協力を戴き、
最終例会を迎えることが出来ました。
特に会長、幹事のリーダーシップ頭を垂れる思いです。
又、親睦出席チーム各位の熱心な行動力、有難く思って
います。お陰様で明るく楽しい例会など含め、有意義な奉
仕活動を実践し、友情を深めロータリーライフを送る事が
出来ました。

渡辺会員 久しぶりディナさんとレイナちゃんが最終例会に出席してく
れうれしく思います。
会長、幹事他各委員長に何もせずお世話になりました。

志茂会員 坡山会長、畢煜幹事、チームリーダー各委員長そしてメン
バーの皆様ご苦労様でした。お陰様で楽しく意義あるロー
タリーライフが満喫でき感謝致します。

小野会員 一年間御苦労様でした。新しい役員の方々ご指導よろしく
お願いします。

植松会員 一年間本当にありがとうございました。
会長幹事のご活動に感謝をこめて=

大野会員 坡山･ビリー丸の無事の帰港をお祝い致します。
一年間ありがとうございます。そして、向山･矢口丸の順調
な航海をお祈り致します。

三田会員 本年度の無事帰港を祝して。お疲れ様でした。
日恵野会員 坡山会長、ビリー幹事、一年間お疲れ様でした。

鈴木健一さんの入会を祝して。
野村会員 一年間地域広報ＴＬとしてお世話になりました。次年度は1

ランクUPして公共イメージ開発委員会委員長として頑張り
ますのでよろしくお願い致します。
坡山会長、ビリー幹事、一年間大変おつかれ様でした。

木野会員 坡山会長、畢煜幹事、一年間ご苦労様でした。そして向
山会長･矢口幹事、一年間よろしくお願い致します。
鈴木会員、入会おめでとうございます。同じ町内会という
事でよろしくお願い致します。
さて、ニコニコの年間目標は達成出来たかな？

斉藤(貢)会員 今年一年坡山会長のもと国際奉仕リーダーとして墓
参例会、ベトナムへの医療支援、アジ研との懇親など色々
させていただきました。至らない点ありましたが、ありがとう
ございました。次年度向山会長、色々よろしくお願いします。

小山(善)会員 坡山会長、ビリー幹事お疲れ様でした。
今日から枕を高くしてお休み下さい。

森島会員 会長幹事一年間お疲れ様でした。
本日入会の鈴木健一さん入会おめでとうございます。よろ
しくお願いします。

鈴木(圭)会員 坡山会長、ビリー幹事、一年間お疲れ様でした。又楽
しい一年間でした。
理事の皆様、会員の皆様にもお世話になりましたこと感謝
申し上げニコニコ致します。

栁 会員 坡山会長。ビリー幹事、役員、理事の皆様、一年間お疲
れ様でした。
ディナさん、張さん一年間お付き合いありがとうございまし
た。今後も宜しくお願いします。

寺嶋会員 坡山会長、ビリー幹事、一年間お疲れ様でした。
ビリーさんの頑張りにニコニコ=

鈴木(健)会員 本日より入会させて頂くことになりました。鈴木健一と
申します。

丸鶴会員 坡山会長、ビリー幹事、一年間ありがとうございました。ま
た、皆様一年間大変お世話になりました。ありがとうござい
ます。感謝の気持ちを込めてニコニコします。

平 会員 坡山会長、ビリー幹事、理事の皆様一年間ありがとうござ
いました。次年度は副幹事として活動致します。宜しくお
願い致します。

髙橋((雅)会員 坡山会長･ビリー幹事一年間お疲れ様でした。
高橋(文)会員 坡山会長、ビリー幹事お疲れ様でした。楽しい一年間

ありがとうございました。
河辺会員 「泣いても」「笑っても」「ころんでも」親睦チームリーダーと

して最後の例会となりました。一年間皆様のご支援に感謝
申し上げます。ビリーさん一年間頑張りましたよぉ～ 中
国旅行に連れてって下さいね。

金井会員 今更ですが、2018年3月に入会させて頂き一年余り、皆様
にご指導頂き心より感謝申し上げます。
坡山会長･ビリー幹事、一年間大変お疲れ様でした。来週
から始まる新年度もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新会員の際にニコニコシステムを存じ上げず今更ながら失
礼させて頂きます。

平原会員 坡山会長、ビリー幹事お疲れ様でした。
事務局･石坂志乃様 坡山会長･ビリー幹事、この一年楽しく充実し

た日々を過ごさせて頂き感謝の気持でいっぱいです。ま
た、安保ガバナー補佐、相田グループ幹事、会員の皆
様、昭和館スタッフの方々にもいつも助けていただき本当
にありがとうごございました。

本日の合計 316,236円 累 計2,304,472円
予算達成まで ＋13,672円

安保 満 様(多摩中グループ・ガバナー補佐)
坡山浩二会長、ビリー幹事、昭島ロータリ
ークラブの皆様、事務局の石坂さん、
今年度はガバナー補佐輩出クラブとして
地区及び多摩中グループの活動に積極
的にご協力いただきまして誠にありがとう
ございます。お陰様で6月21日の地区役
員会をもってガバナー補佐として全ての
活動を滞りなく終了することが出来ました。
皆様の友情とご支援に熱く感謝申し上げます。
鈴木健一委員のご入会を心より歓迎致します。

坡山会長 いよいよ最終例会となりました。全く至らぬ会長でしたが、
それを温かく見守り、ご協力いただきました全ての会員並
びに事務局への感謝をニコニコへ。
皆様一年間ありがとうございました。

畢 幹事 鈴木健一会員ご入会おめでとうございます。
一年間感謝の気持ちを込めてニコニコを。

安保会員 坡山会長、ビリー幹事、一年間お疲れ様でした。
お二人が真のロータリアンとして活動されたことは、私が知
っています。
坡山会長、ビリー幹事の前途に栄光あれ=

相田会員 坡山会長、ビリー幹事、この一年大変ありがとうございまし
た>

向山会員 坡山浩二さんビリーさん、理事の皆さん一年間ありがとうご
ざいました。次年度も応援して下さい。

篠 会員 安保ガバナー補佐、相田グループ幹事さん、坡山会長、
畢煜幹事さん。お疲れ様でした。そのご苦労に感謝して。

菊池会員 坡山･ビリー丸の無事の帰港を心からお慶び申し上げます。
栄田会員 坡山会長、ビリー幹事、昭島ロータリークラブの皆様一年

間お疲れ様でした。



【セレモニー】坡山年度チームへの慰労･感謝のセレモニー

進 行 矢口 完 副幹事

感謝の言葉
向山英雄 会長エレクト

坡山会長、畢煜幹事、
役員の皆様、一年間お疲
れ様でした。
ありがとうございました。

今年の一年間、スタートの時は50周年が終わったばかりで
被選理事会が始まった頃は、大変に忙しい思いをしたスター
トだったと思います。例会は今年も高い出席率を皆様に続け
て参加して頂いたことは、坡山会長、畢煜幹事、役員の皆様
の運営の賜ではないかと思っています。そして一年間楽しい
例会を皆様方と過ごすことが出来ました。
理事役員の皆様に一年間、会長幹事を支えて頂いたと思

います。本日のニコニコボックスの発表がありましたが、書いて
ある言葉が皆様ロータリアンの気持ちだと思います。
一年色々ご苦労が合ったかと思いますが、この一年間を思

い出しながら今後のロータリーライフを引き続き楽しんで頂け
ればと思います。ありがとうございました。

坡山浩二 会長・畢 煜 幹事 へ花束と記念品の贈呈

安保 満ガバナー補佐
相田禎延グループ幹事

へ花束贈呈

左より 向山会長エレクト
矢口値副幹事
畢 煜幹事

坡山浩二会長

左より 畢 煜幹事
坡山浩二会長

左より 坡山浩二 会長
安保 満 ガバナー補佐

相田禎延 グループ幹事
畢 煜 幹事

謝辞及び「一年を振り返って」
○坡山浩二 会長

皆様、改めまして今晩は。
晴れて今日の例会をもって会長
職が終わります。次は向山会長
で皆さんには、ぜひ期待して頂
きたいと思います。
一年を振り返ってと云う事で

すが、何も考える時間がありま
せんでした。と云うのは地区に

6月30日迄に一年間の活動報告の提出がありました。急ぎ書
き始めましたが、これと云って一年間を振り返ってもありません
でした。一年間はアッという間でした。皆様、会長幹事をされ
た方はお分かりと思いますが、準備は不安でミスがあってはな
らないと云うことで綿密に致しますが、始まってしまうとlet's go
でここまでたどり着きました。アッという間の一年で、一生忘れ
ることのない一年になると思います。
様々なイベントがありましたが、1つだけ気をつけてきたこと

があります“笑顔”です。この一年間努めてそうしようと思って
おりました。と云うのは縦社会ではなく横のつながりです。ロー
タリー歴の長い方、色々な役職をされた方、そうではない方全
て等しく同じです。縦ではなく横で連携して活動していくという
事は大事なので、この事にも努めさせて頂きました。
年度のはじめに皆様にお配りした「ロータリーのこころと原

点」、第一例会の時にその事について、このテーマについて
お話させて頂きました。要約すると、とどのつまり「四つのテス
ト」に行き着きます。と云う事です。お読みいただいた方、お読
みいただけてない方、それぞれいらっしゃると思いますが、こ
の本について知ったのは水野パストガバナーからで、水野パ
ストガバナーにお越し頂いて、この内容についてお話し頂きま
したが、水野パストガバナーは“この本はロータリーについて
僕のバイブルです”とおっしゃっていました。ロータリアンであ
るんだからロータリーについて考えてみる、ロータリアンとして
どう行動すべきか考えてみる。それが少しでも役に立ったんで
あれば、それだけで私は結構です。お読みになった方は折に
触れ時々ページめくって下さい。お読みになっていない方は
ぜひご一読をお願いします。特にありませんでしたが、皆さん
と一年間和やかに例会や様々な活動を通して過ごしていくこ
とが出来ました。幹事のビリーさんはいつもドキドキさせられる
ときがありますが、必ずきれいにやり遂げて下さいます。ビリー
さんを幹事に選んだのは正解だったと思っています。皆様の
ご協力に感謝してありがとうございました。

○畢 煜 幹事
短かったような、長かったよう

な一年間でした。振り返ってみ
て感謝しかありません。一番感
謝したい人は私を幹事に指名
して頂いた坡山会長です。
これからも皆さんとロータリー

ライフを楽しみたいと思います。
一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。



Ⅱ．向山年度チームへの激励セレモニー

進 行 平 次年度副幹事

次年度会長挨拶 向山英雄 会長エレクト
今、壇上におりますこのメン

バーで次年度一年間運営をし
て参ります。皆様のご協力をい
ただき、楽しい例会にしたと思
っています。次年度のスローガンは「昭島ロー
タリー FOR THE MEMBER」です。皆さんの
ロータリーになるような、そしてためになるような

楽しい例会を目指して一年間頑張って参るつもりです。一年
経って、坡山会長と畢煜幹事と同じような気持になれるように
達成感が味わえるように、私が幹事をさせて頂いたときは、栄
田パスト会長の時で一年間本当に楽しい一年を過ごさせて頂
きました。その様な思いを矢口会員にも一年過ごして頂きた
いし、メンバーにもそういう一年になるように頑張っていきます
ので、一年間よろしくお願い致します。ありがとうございます。

閉会点鐘 坡山浩二 会長

例会案内
７月４日(木)

第2504回例会・会長幹事所信表明

【懇親会】
乾 杯 渡辺和義 パスト会長

～ 食事･歓談 ～

余 興
太神楽曲芸
丸一小助・小時様

大抽選会

手に手つないで

閉会挨拶 大野隆司 副会長


