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第２５１０回 ２０１９年８月２８日(水) 例会報告

ガバナー公式訪問
会場 フォレスト・イン昭和館 ２階シルバンホール(例会)

２階コスモス (懇談会)

【ガバナー懇談会】 １７時～１７時５０分(東京昭島RC)
１８時～１８時５０分(東京昭島中央RC)

【淺田豊久ガバナー入場】 (19時)

【食事タイム】 (19時5分～)

○司 会 東京昭島中央RC
志賀義任 ＳＡＡ

【開会点鐘】19時30分
東京昭島ロータリークラブ

第２５１０回例会
東京昭島中央ロータリークラブ

第１４４９回例会
東京昭島ＲＣ 向山英雄 会長
東京昭島中央ＲＣ 若杉 司 会長

国歌斉唱 「君 が 代」
ロータリーソング 「奉仕の理想」

来訪者紹介
国際ロータリー第２７５０地区 ガバナー 淺田豊久 様
同地区多摩中グループ ガバナー補佐 田中 靖 様
同地区 副幹事 塩澤仁志 様
同地区多摩中グループ グループ幹事 町田裕紀 様
東京米山ロータリーＥクラブ2750 ファオジア・ディナ 様
米山奨学生 鄭 聖潤 様

ホストクラブ会長挨拶 昭島中央ＲＣ 若杉 司 様
先ほどガバナーと懇談会を行い、多くのアドバ

イスを頂きありがとうございました。8月は委員増
強月間でクラブ協議会では「会員増強」をテーマ
に行い、田中ガバナー補佐、町田幹事に同席頂
き、多くの意見を頂き、浅田ガバナーのテーマの
基に実践していきたいと思います。

新会員入会式
国際ロータリー第２７５０地区 ガバナー 淺田豊久 様

高橋信隆 会員、鈴木健一 会員
猪俣直樹 会員、川口良絵 会員
髙橋龍治 会員

※昭島中央ＲＣ 菅野晋央会員

委員会・チーム報告
親睦活動出席チーム

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 斉藤正憲 委員
向山会長 淺田ガバナー

塩沢地区副幹事
田中ガバナー補佐
町田グループ幹事
本日はお忙しい中ありがとうござい
ます。よろしくお願い致します。

矢口幹事 本日はガバナー公式訪問です。
皆さんよろしくお願い致します。
また、ホストの秋市区中央ＲＣの皆様ありがとうご
ざいます。

篠 会員 ガバナー公式訪問にあたり
淺田ガバナー、塩沢地区副幹事
田中ガバナー補佐、町田グループ幹事様のご来
訪を心より歓迎申し上げます。

森谷会員 本日は国際ロータリー第2750地区
ガバナー淺田豊久様
同地区多摩中グループガバナー補佐田中靖様
同地区副幹事 塩澤仁志 様
同地区多摩中グループグループ幹事町田裕紀様
のご来訪を祝しニコニコさせていただきます。

坡山会員 淺田ガハナーはじめ地区役員の皆様、本日はご
指導の程宜しくお願い申し上げます。

※昭島中央ＲＣ 田端勝久 親睦委員長

出席報告 場崎浩一 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 ３６名

事前メークアップ 本日の出席率

３名 ７２.２２％
事前メーク 安保会員、岡本会員、西野会員
メークアップ 8月22日分

村山会員、西川会員

訂正 72.22% → ７４．０７％

※昭島中央ＲＣ 宇田川泰弘 出席委員長

本日の合計 39,000円
累 計 484,000円
予算達成まで 1,816,000円

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】 卓話講師紹介
昭島中央ＲＣ 若杉 司 会長

＜淺田豊久ガバナーのプロフィール＞
生年月日 1942年9月10日生
学 歴 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
【職 歴】
1966年4月 浅田商事株式会社 入社
1987年9月 浅田屋伊兵衛商店株式会社に商号変更、代表取締役

社長に就任 現在取締役に至る
1980年 公益社団法人日本青年会議所副会頭・他
【ロータリー歴】
1973年8月 金沢北RCに入会（チャーターメンバー）
1991年4月 東京西RCに移籍
2005年9月 東京六本木RCに移籍
2008-09年度 クラブ会長
2014-15年度 山の手東グループガバナー補佐
ロータリー財団 メジャードナー
ポール・ハリス・ソサエティ・メンバー その他多数

テーマ「日本のロータリーの歴史」
国際ロータリー第２７５０地区

ガバナー 淺田豊久 様
皆さん今晩は。同地区の昭島ＲＣ、昭島中央

ＲＣの皆さんには地区委員会の主要なポジショ
ンで頑張って頂いており
ます。厚く御礼申し上げます。
この例会前に向山会長、若杉会

長、幹事、エレクトと共に懇談させて
頂きました事をご報告申し上げます。
国際ロータリーは1905年にシカゴ

で誕生して、17年後1922年に国際ロ
ータリーという組織に発展しました。今

年で97年目になりますが、国際ロータリーの歴史で日本人が
国際ロータリー会長になったのは、たった３人だけです。その
方々のお話をさせて頂きます。
私のテーマは「5000人の仲間をつなぐロータリー」です。地

区の発表では6月末日で4,733名で、地区には98クラブありま
すので、1クラブあたり、退会者がいなければ2.5人を増強して
頂ければ5,000人の仲間をつなぐ組織になります。日本を代
表する首都東京の我々としては、名実ともに越えていきたいと
念じています。
ポールハリスの誕生は1868(明治元)年、日本もアメリカもこ

の頃は武士が統治した日本から一般国民が統治する日本国
へと近代日本を誕生させる大きいターニングポイントになった
年に、ポールハリスが生まれた記念すべき年です。
東京ＲＣを福島喜三次さんと一緒に立ち上げられた米山梅

吉さんも明治元年の生まれで、期せずして日本とアメリカで組
織の長になる方が生まれたと云う事は、運命のいたずらと申し
ますか、近さを感じとります。

“東ヶ崎潔”パストＲＩ会長は山梨県北杜市の清
泉寮と云う公益財団法人を立ち上げた初代理事
長です。東京ＲＣの会長の後にＲＩ会長に就任さ
れた日本人初の国際ロータリー会長の経験者で
す。ＲＩ会長のとき、「PARTICIPATE！（参加し敢
行しよう！）」をテーマに掲げられました。96才を

全うされた方で、両親は日系一世でアメリカ西海岸サンフラン
シスコに移民して、9人の子宝に恵まれた長男でした。ＲＩ会長
時代も“ジョージ・キヨシ・トウガサキ”と云うとおり名で活躍されまし
た。 ※逸話を含めて東ヶ崎潔パストＲＩ会長について詳しくお話し頂きました。

“向笠廣次”パストＲＩ会長は、日本人二人目の
ＲＩ会長になられました。向笠さんのお父さんは
軍医で、当時の九州帝国大学医学部を1938(昭
和13)年に卒業され、精神科医のドクターとして
活躍されました。大分県の中津市で開業し中津
ＲＣに入会しました。

ＲＩ会長テーマは「人類はひとつ 世界中に友情の橋をか
けよう（MANKIND IS ONE Build Bridges of Friendship Thr
oughout the World）」を掲げられました。1982年、国際協議
会で「人類は疑いもなくひとつの家族です。さあ、皆さん、左
右にいるオジサンやイトコと初対面のあいさつをしてください」
と述べたのは有名です。

“田中作次”パストＲＩ会長は、現役で栃木県の
八潮ＲＣでご活躍です。大変な苦労人で家庭紙
で身を起こしました。ＲＩ会長テーマは「Peace thr
ough service (奉仕を通じて平和を)」を掲げられ
ました。7月25日にホテルニューオータニでロー
タリー財団の会合の際に、スピーチで「私は国際

ロータリーの会長をさせていただき、その恩義に感ずると共
に、今わずか1億3千万しか寄付していない、私は死ぬまで国
際ロータリーに献金し続けます。」と発表されていました。

謝辞御礼 昭島ＲＣ 向山英雄 会長
淺田ガバナーには懇談会では私たちの話をじ

っくり聞いて頂き、多くのアドバイスを頂きました。
卓話では日本のロータリーの歴史は最近新会員
が多い中、参考になるお話を頂き、私自身始め
て伺う話に勉強させて頂きました。ありがとうございました。

閉会点鐘
東京昭島ＲＣ 向山英雄 会長
東京昭島中央ＲＣ 若杉 司 会長

例会案内
９月１９日(木) 第２５1２回例会
卓話「ラグビーＷ杯」


