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第２５０４回 ２０１９年７月４日(木) 例会報告

○司 会 平 雅徳 副幹事

【開会点鐘】12時30分 向山英雄 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

新年度初例会
乾 杯 井上隆彦 パスト会長

新会員入会式
会員増強委員会 鈴木圭一 委員長

◆新会員紹介
川口良絵様は、昭和の5月
1日生まれ、ご主人、息子さんの
3人で昭和町在住。ヘブンエン
ターテーメントで主としてダンス
スクールの代表取締役。
猪俣直樹様は、昭和49年6

月17日生まれ。奥様と息子さん2人の4
人で飯能市に在住。仕事は株式会社ミカジマの代表取締役。

髙橋龍治様は、昭和47年1月26日生まれ、奥様と二人で緑町に在
住。仕事は株式会社野島不動産代表取締役。

◆バッジ授与
◆新会員挨拶

川口良絵 会員 お声掛け頂き感謝申し上げます。
一生懸命頑張らせて頂きますのでよろしくお願い致
します。

猪俣直樹 会員
向山会長からもご紹介いただきました
通り現在現役のAIJですが、入会させ
て頂きましたので精一杯頑張らせて頂
きます。今後共どうぞよろしくお願い致し
ます。

髙橋龍治 会員
色々な会合でご挨拶させて頂いた方、今回はじめて
ご挨拶させて頂く方いらっしゃると思います。会長の

期待を裏切らない様にお役に立てる様に頑張って参りますのでよ
ろしくお願い致します。

来訪者紹介
米山奨学生 ルレジオウル・スルタンさん

新旧会長･幹事バッジ交換

地区役職委嘱状伝達式
ロータリー財団委員長/危機管理員会委
員 安保 満 会員
米山学友委員長 柳 賢司 会員
米山資金推進副委員長 相田禎延 会員
規定審議委員会委員 井上隆彦 会員
青少年奉仕委員会

インターアクト委員会委員 坡山浩二 会員
ロータリー財団委員会補助金委員会委員 平 雅徳 会員
ロータリー財団委員会ポリオプラス委員会委員 髙橋文博 会員
米山学友委員会委員 河辺光利 会員

会務報告 向山英雄 会長
1．会長エレクトの時から今日までに、3月14日･15日に
会長になるためのＰＥＴＳからスタートしました。4月
10日に親睦奉仕企画委員会、4月15日地区研修会
4月25日カンボジア支援は補助金も決まり8月7日～
10日まで行って参ります。5月9日クラブ長期戦略会
議では、会員増強、指導者育成、地域とつながりあ
る持続可能な活動について等で、特に事務局につ

いて時間内に仕事終わる様にすること、出向については1年位経
ってクラブのことがわかってからで良いのではないか等協議。他に
も多くの会議が行われ今日に至りました。
これから一年頑張りますのでよろしくお願い致します。

幹事報告 矢口 完 幹事
1．クラブ概況及び事業計画書と予算書、会員名簿を
お手元に配付しました。

2．ニコニコBOX領収書を発行しますのでお申し出下さい。
3．新会員の配属は親睦活動出席チームになります。
4．ロータリー囲碁同好会より全国囲碁大会の案内

日時 10月5日(土)
5．坂本俊雄ガバナーお別れ会開催の案内

日時 8月11日(日)14時～ 京王プラザ八王子ホテル
6．米山奨学委員会より夏の懇親パーティの案内

日時 8月3日(土) 明治記念館
7．例会変更の案内が届いております。
8．昭和館は7月より全面禁煙になりました。喫煙ルームがあります。

米山奨学金贈呈
米山奨学生 ルレジオウル・スルタンさん

7月になって忙しくなりました。懇親
会のパフォーマンスの練習や学会準備など
です。今月も皆様、ありがとうございます。

チーム報告
親睦活動出席チーム

ロータリー情報･雑誌チーム
「ロータリーの友」7月号紹介 三田 忠 チームリーダー
【横組】7～20頁までマーク･ダニエルＲＩ会長のメッセ
ージと横顔が載っています。お目通し下さい。21頁より
「ガバナーの横顔」【縦組】13頁「友愛の広場」の中、“
インターアクトクラブでは「友」を活用”の記載がありま
す。お目通し下さい。今年度5名のチームで活動させ
て頂きます。よろしくお願い致します。

出席報告 河辺光利 委員
会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５７名 ６名 ５１名 ５０名
事前メークアップ 本日の出席率

０名 ９２.５９
事前メーク なし
メークアップ なし

１９６８年１月２０日設立

２０１９-２０２０年度
国際ロータリー第２７５０地区多摩中グループ



【卓 話】 ◇新年度所信表明◇
○会長 向山英雄

さすが安保さんですね。毎年この時間に
なるとニコニコで時間切れになるところです
が、速やかに発表して頂き少し時間があります。
先ほど「ロータリーの友」で、三田チームリ

ーダーより発表がありましたＲＩ会長の話で、
本日概況書をお手元に配付させていただき
ましたが、私も概況書の中で書かせて頂きま

したが、ＲＩ会長の言葉で一番残った言葉は、「ロータリーの未来を
形作る本当の場所はクラブである」を読んで、今年はどうして行こうか
と考えました。活動の基本はクラブにあり、楽しいクラブライフでなけ
ればいけない、ロータリーに対する考え方は、基本的なロータリーも
あると思いますが、それぞれにそれぞれのロータリーと思っていま
す。その様な中で楽しい例会をすることによって出席率が上がれば
良いのかなと思っています。私が今までのロータリー活動の中で、
2012-13年度の栄田会長と共に幹事をさせて頂きましたが、その一
年間が非常に印象に残って、その時栄田会員とは初めてお付き合
いをさせて頂きましたが、価値観が私と同じ、重なるところがあって感
銘を受けました。その時に栄田会員が話された事は、「我々は完璧
な人間ではありません。完璧な人間何てこの世のごく限られた数しか
いないでしょう。ほんの少しずつ合格点を上げていけば良いのでは
ないでしょうか。余り無理をすると燃え尽きます。」と云われ、人生マ
ラソンか、ジョギングか、そんな事で良いのかな。それで幸せな人生
が送れれば、それが良い。ロータリーも卒業がないので、ＪＣ、ＡＩＪそ
の他の団体であれば卒業があり、そこまで一生懸命にきっちりやろ
う、そこを目指してと云うところがあるかと思いますが、ロータリーは卒
業がないので、細く長く、楽しく、ロータリーライフが皆さんと一緒に
過ごせれば良いというところを基本に組織を作り、今年の方針である

“昭島ロータリー FOR THE MEMBER”～メンバーのための昭
島ロータリー～と云う気持です。昭島ロータリークラブは会員の心の
安らぎの場であるべきで、メンバーのための昭島ロータリークラブで
あることが奉仕の前提であると考えています。そのために今年度はク
ラブの在り方をより創造的且つ柔軟性を持って決め、楽しい例会、
参加して良かった例会づくりを心がけ、会員増強のアプローチにも
つながる地域社会に認められる活動を通じて入会候補の方々にとっ
てロータリーが手に届きにくい存在にならない様に考えています。
浅田ガバナーのテーマ「5000人の仲間をつなぐロータリー」になるべ
く、次のステップである女性会員、若い会員の力を借りる事を実践し
て行きたいと思っています。組織表を見ていただくと判りますが、今
年は兼務されている方が多いです。一つの委員会だけですと、そこ
で終わればと云う事もありますので、若い方には兼務をどんどんして
いただいて、いろんなところで活躍して頂きたいと思っています。
今年は昭島中央とゴルフ、ボーリング大会、駅伝で勝負をして、負け
ないぞと中央の会長幹事と話しています。矢口幹事を中心に選任し
ているところです。全会員による会員増強で一つのハードルとして60
人を目指して皆さんで頑張っていきたいと思います。
○幹事 矢口 完
2019年－20年度の幹事を仰せつかりました。

会長が掲げていることに忠実にお支えして一年
間皆さんのためにお役に立てればと云う思いで
頑張ります。

閉会点鐘 向山英雄 会長

例会案内
７月１８日(木) 第２５０６回例会 くじら祭実行委員会 PARTⅠ

三田 忠 会員
小池満也 会員
荒巻正康 会員
金井悦子 会員

荒巻正康 会員

大野隆司会員夫人
三田 忠会員夫人
小池満也会員夫人
ゴルフ部会報告 斉藤 貢 ゴルフ部会会長
6月28日(金)昭島中央ＲＣとのコンペを開催、又大敗

してしまい、私が敗北宣言を読ませて頂きました。ただ
鈴木圭一会員がベスグロで唯一良かったことでした。
クラブコンペと取切戦は7月17日(水)に開催します。

社会奉仕・職業奉仕チーム
社会を明るくする運動 荒巻正康 チームリーダー
7月1日の活動に参加してきました。昭島４駅に向山

会長、矢口幹事、金井会員、私(荒巻チームリーダー)
と多くの会員で広報活動をしてきました。
地区規定審議委員会
報 告 井上隆司 地区委員

7月3日(水)に地区規定審議委員会が開催されまし
た。2019年の規定審議委員会より各種改定され、希望
があれば対応。2022年規定審議会に提案事項につい
て検討。正式決定した場合ガバナー事務所より連絡
があります。

会員誕生日

結婚記念日

パートナー誕生日

左より 向山会長、荒巻会員、小池会員
三田会員、金井会員、矢口幹事

村山会員 坡山・ビリー丸のの帰港と向山･矢口丸の出向を心よりお祝い申し
上げます。安保会員、相田会員。一年間ご苦労様でした。次のス
テップに向かって頑張って下さい。期待しています。

鈴木(一)会員 向山･矢口コンビ一年間頑張って下さい。新入会員の髙橋さ
ん、川口さん。猪俣さん。宜しくお願い致します。

栄田会員 向山会長並びに各役員様のご活躍を祈念して。
小山(善)会員 向山会長、矢口幹事。年度の船出を祝して。

新会員、猪俣さん、髙橋さん、川口さんの入会を祝して。
三田会員 向山会長、矢口幹事の船出を祝して。一年間よろしくお願い致します。
木野会員 2018-19年度坡山会長･畢煜幹事、一年間ご苦労様でした。

2019-20年度向山会長･矢口幹事、一年間よろしくお願い致します。
猪俣･川口･髙橋会員、入会おめでとうございます。

菊池会員 向山･矢口丸の出向を心から慶び申し上げます。
坡山会員 猪俣さん、川口さん、髙橋さん。入会おめでとうございます。

向山・矢口年度のスタートを祝いニコニコ致します。
鈴木(圭)会員 向山会長･矢口幹事「For The Member」会員皆様のために

なる楽しい一年間になるようによろしくお願いします。
猪俣会員、川口会員、髙橋会員。ご入会おめでとうございます。こ
れからどうぞ宜しくお願いします。

日恵野会員 向山会長･矢口幹事。一年間楽しみましょう。
猪俣さん、髙橋さん、川口さんの入会を祝して。

栁 会員 向山会長･矢口幹事。健康で一年間宜しくお願いします。
米山奨学生スルタンさん、ようこそいらっしゃいました。リラックスし
ていきましょう。猪俣さん、川口さん、髙橋龍治さん。入会おめでと
うございます。楽しくロータリー生活を送りましょう。

相田会員 向山･矢口年度のスタート、おめでとうございます>
新入会員の皆様、よろしくお願い致します。

植松会員 新年度のスタートおめでとうございます。会長･幹事さん役員の皆
様よろしくお願い致します。

森島会員 向山会長･矢口幹事、一年間ご指導よろしくお願いします。
猪俣さん、川口さん、髙橋さんの入会を歓迎申し上げます。末永
くお願い致します。スルタンさんようこそ。

斉藤会員 新年度初例会。向山会長･矢口幹事おめでとうございます。一年
間よろしくお願い致します。

西野会員 ロータリー財団、米山奨学委員長として向山年度一年間お世話
になります。よろしくお願い致します。川口良絵さん入会おめでと
うございます。

荒巻会員 向山会長･矢口幹事の門出を祝して=
新会員の皆様おめでとうございます。

畢 会員 髙橋龍治様、猪俣直樹様、川口良絵様。入会をおめでとうござい
ます。パスト幹事ビリーよりニコニコです。

野村会員 向山会長の船出を祝して ボン・ボヤージュ>
金井会員 向山年度、第一例会に際しお祝い申し上げます。新入会員の皆

様、ご入会おめでとうございます。この度は大変大きな役目を仰
せつかり身の引き締まる思いとともに、この様な環境に身を置ける
ことを光栄に感じております。一年間お役目を全うすべく全身全
霊命をかけて親睦に努めて参ります。皆様との笑顔溢れる一年に
なります様ご祈念申し上げニコニコ致します。

平 会員 いよいよ新年度のスタートとなりました。向山会長･矢口幹事、会
員皆様、よろしくお願い致します。猪俣さん、川口さん、髙橋さん
入会おめでとうございます。これからどうぞよろしくお願い致します。

髙橋(文)会員 向山会長・矢口幹事よろしくお願い致します。猪俣さん、髙
橋龍治さん、川口さん入会おめでとうございます。ロータリーライフ
楽しく行きましょう。

安保会員 向山会長･矢口幹事。2019-20年度も残すところ361日となりまし
た。光陰矢の如し、残された時間で必ずや輝かしい実績を残され
ることでしょう。期待しています。猪俣さん、川口さん、髙橋さん。
入会おめでとうございます。

本日の合計 192,000円
累 計 192,000円
予算達成まで 2,108,000円

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 斉藤正憲 委員／安保 満委員
向山会長 スルタンさん、ようこそ。皆様第一例会への参加あ

りがとうございます。一年間よろしくお願い致します。
矢口幹事 本日は多くの会員の皆さんにご参加頂きありがとうご

ざいます。そして、新入会員の猪俣会員、川口会員、
髙橋会員ご入会おめでとうございます。どうぞよろしく
お願い致します。奨学生のスルタンさん、ご来訪ありがとう
ございます。新年度のスタートに一年間の大成功を願
ってニコニコします。

川口会員 １年間よろしくお願い致します。
猪俣会員 今後ともお願いします。
高橋会員 今後共宜しくお願い致します。
伊藤会員 向山丸の出航を祝して> 年度初例会に誕生した

３人の新友人に心からの融和を送ります。
篠 会員 向山会長、矢口幹事。年度の門出を祝して。
北川会員 ①向山年度の出帆を祝して。②会長はじめ役員理事の皆様のご指

導ご活躍を期待しております。③本年度もよろしくお願い致します。
志茂会員 向山会長･矢口幹事、各チームリーダー、そしてメンバーの皆さん

ご苦労様です。明るい楽しい例会を楽しみにしています。


