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【開会点鐘】12時30分
向山英雄

会長

ロータリーソング 「我らの生業」
ソングリーダー
髙橋文博 会員

乾

杯
安保 満 パスト会長

様
様

会務報告

向山英雄 会長

1．皆様方のご協力のお陰で最終例会を迎
えることが出来ました。
前々から皆様方にお伝えしておいたとお
り昭和館さんが腕を振るい、大変おいし
い食事となりました。今年度の地域広報
リーダーの小山満さんも今日は見て頂い
ていると思います。
2．6月18日(木)最後の多摩中グループ協
議会が行われ、例年は引き継ぎ、あとは
宴会になっておりましたが、今回は次年度の皆様は解散、
今年度の私たちは田中ガバー補佐、立川RCの設営で楽し
い時間を頂きました。
田中ガバナー補佐、町田クループ幹事一年間ありがとうご
ざいました。
3．6月18日(木)例会終了後にPP会が開催されました。2期務
めて頂いた篠会長に代わり、井上会員が新たにご就任され
ました。
4．6月23日(火)に金井会員が拝島一小のPTA会長をされて
おり、小6に「将来何になりたいか」の懇談会に向山会長、
矢口幹事、森島会員、植松会員、畢会員、安保会員、河辺
会員、相田会員が参加致しました。

幹事報告

矢口 完 幹事
1．例会前に第12回理事会を開催しました。
2．6月18日(木)に会長幹事会新旧引き継
ぎ会が開催されました。
3．田中ガバナー補佐、町田グループ幹事
一年間大変お世話になりました。

来訪者挨拶
最終例会を迎
えることが出来
た喜びと、向山
会長、矢口幹事
の苦 悩、 それ を
支え続けた昭島
ロータリークラブの多くのロータリアン、関係者の思いをはせな
がら杯を上げたいと思います。 乾杯=

多摩中グループ
ガバナー補佐
田中 靖 様
皆さん今日は。本年度多摩
中グループガバナー補佐を務
めさせて頂きました。
東京昭島ロータリークラブの
皆様におかれましては、この一
年間大変お世話になりましたこ
とを心より感謝申し上げます。
この6月を持ちまして無事に任
務を終える事が出来ますのも、皆様方から頂いたたくさんの

温かいご協力ご支援の賜であると実感しております。
コロナウイルスの影響でどのクラブも思う様な活動が出来ま
せんでした。地区の行事で残念に思っているのは3月開催予
定でした「奉仕の集い」、5月の「あなたのロータリー」です。
「奉仕の集い」は昭島RCが国際奉仕活動に長けていらっし
ゃり秋川霊園の国際墓碑について地区を代表してお話をして
頂ける予定で興味深く楽しみにしておりました。5月の「あなた
のロータリー」は予算が組まれており、この予算は一人親と貧
困家庭に食糧支援をすることになりました。多摩中グループ6
市にお米を均等に配布して、昭島RCは矢口幹事にご協力頂
き昭島青年会議所を通して支援することになりました。
IMの開催中止も残念
です。当日皆様に配布
しようと思っていたパン
フレットは少し体裁を変
えて7月にはお届けでき
ると思っています。この
一年間皆様と協力し合
えた日々はかけがえの
ない経験でした。ありが
とうございました。
グループ幹事
町田裕紀 様
一年間お世話になりありがとうございました。良い仲間と出
会えたことは良い思い出になりました。ありがとうございました。
謝辞･記念品贈呈
フォレストイン昭和館の皆様へ
昭和館の皆様には毎
回大変お世話になりま
す。
私が一番印象に残っ
ているのは「点鐘開会」と
云って鐘がなかったこと
です。

向山英雄

会長

チーム報告
親睦活動出席チーム・出席報告
会員総数

出席免除

出席義務者

本日の出席

５６名

６名

５０名

４１名

事前メークアップ

本日の出席率

２名

８２.６９

事前メーク
メークアップ

相田会員、北川会員
なし

皆出席者表彰
金井悦子チームリーダー
篠 易男会員48年、村山恒夫会員29年、西川哲造会員23年
小山善治会員22年、安保 満会員13年、鈴木圭一会員12年
坡山浩二会長12年、西野利幸会員 7年、栁 賢司会員 6年
菊池秀三会員 6年、相田禎延会員 4年、阿島征夫会員 4年
木野常男会員 4年、野村芳樹会員 4年、向山英雄会長 4年
北川穰一会員 3年、三田 忠会員 3年、矢口 完幹事 3年
雨宮寿久会員 3年、場崎浩一会員 3年、畢 煜 会員 3年
平 雅徳会員 1年、丸鶴信一会員 1年、髙橋文博会員 1年
金井悦子会員 1年

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表
安保 満 委員
向山会長 本日の最終例会に、田中ガバナ
ー補佐、町田グループ幹事のご
来訪ありがとうございます。
会員の皆様、一年間ありがとうござ
いました。いろいろ不行き届きの
点お詫び致します。
いたらぬ点は来月からの栁会長にバトンを渡すの
でよろしく=
矢口幹事 会員のみなさん、一年間ありがとうございました。
何とか最終例会までたどり着きました。
田中ガバナー補佐、町田グループ幹事のご来訪
ありがとうございます。
篠 会員 田中ガバナー補佐、町田グループ幹事さんのご来
訪を歓迎すると共に今年度ご指導ありがとうござい
ました。
向山会長、矢口幹事さん、大変お疲れ様でした。
私、2017年度より2期4年間クラブPP会会長として
つとめさせて頂きありがとうございました。
皆様に感謝して。
渡辺会員 最終例会に至り、今年一年何も出来ず会長幹事
始め各委員会にご迷惑をかけ申し訳ございません。
村山会員 想像もしない嵐に遭いましたが、無事の帰港を心
よりお祝い申し上げます。
向山会長、矢口幹事の今後の益々のご活躍に期
待しています。
菊池会員 向山･矢口丸の無事帰港を心からお祝い申し上げ
ます。
栄田会員 向山会長・矢口幹事、一年間本当にお疲れ様でし
た。
小山会員 向山会長、矢口幹事帰港を祝して。
一年間お疲れ様でした。
大野会員 向山･矢口丸の無事の帰港をお祝い致します。
航海の終盤は新型コロナウイルスという大きな波が
まいりましたが、無事に乗り切られ、嬉しい限りで
す。
坡山会員 ガバナー補佐田中清様、グループ幹事町田裕紀
様、一年間ご指導ありがとうございました。
向山会長、矢口幹事のご尽力に感謝し、ニコニコ
致します。
栁 会員 向山会長、矢口幹事、役員理事、会員の皆様と石
坂さん、一年間お疲れ様でした。引き続き次年度も
宜しくお願い致します。
三田会員 向山会長、矢口幹事、一年間おつかれさまでした。
志茂会員 向山会長、矢口幹事。一年間ご苦労様でした。
お陰様で楽しい例会で有難うございました。
木野会員 向山会長･矢口幹事。一年間お世話になり、ありが
とうございました。
コロナウイルスの為、後半の例会は色々と支障があ
りましたが、WEB例会やZOOM理事会など初めて
の経験を楽しみさせて頂きました。
次年度栁会長･平幹事。よろしくお願いいたします。
森島会員 向山会長、矢口幹事。一年間ありがとうございまし
た。途中3ヶ月休みましたが、本日を迎えられて嬉
しく思います。
事務局石坂さん、ありがとうございました。
岡本会員 一年間大変お世話になりました。
向山会長、矢口幹事。コロナウイルスで大変な中、
運営でおつかれさまでした。
小野会員 向山会長、矢口幹事一年間御苦労様でした。
これからも機会あるおりに御指導下さい。
平 会員 向山会長､矢口幹事、理事役員の皆様、大変お世
話になりました｡副幹事として力不足でありましたが
学びの多い一年となりました。
来年は幹事として､頑張りますので宜しくお願い致
します。

野村会員 向山会長、矢口幹事。1年間お疲れ様でした。
色々と大変なことがありましたが、無事に役目を終
えてホツとしていることと思います。今後とも色々と
ご指導下さい。
荒巻会員 向山会長、矢口幹事。一年間お疲れ様でした。
また、社会奉仕･職業奉仕チームのメンバーをは
じめ、会員の皆様には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。
竹前会員 向山会長、矢口幹事、お疲れ様でした。
コロナの感染が広がり判断が迷うことも多々あった
かと思いますが、クラブを引っ張っていただき、あ
りがとうございました。
丸鶴会員 向山会長、矢口幹事を始め皆様、一年間ありがと
うございました。次年度も宜しくお願い致します。
鈴木(－)会員 向山会長､矢口幹事､お疲れ様でした。
日恵野会員 例会中止が続いた中、6月から再開でき、本日
の最終例会が出来て感謝です。
会長･幹事、一年間お疲れ様でした。
高橋(文)会員 向山会長･矢口幹事、田中ガバナー補佐･町田
グループ幹事､一年間お疲れ様でした。
また、色々とお世話になり、ありがとうございまし
た｡今後ともよろしくお願いしてニコニコ致します。
高橋(龍)会員 向山会長､矢口幹事､会員皆様一年間ありが
とうございました。
向山会長に誘われて入会し､皆様に温かく迎え
入れて頂き、無事に一年過ごすことが出きまし
た｡ニコニコします。
鈴木(圭)会員 向山会長、矢口幹事。新型コロナウイルスの
影響で不完全燃焼の一年だったと思います
が､一年間大変お疲れ様でした。
日下部会員 向山会長､矢口幹事｡一年間お疲れ様でした
西野会員 ロータリー財団･米山奨学委員長として一年間お
世話になりました｡皆様のご協力により本年度もロ
ータリー財団への寄付3部門を達成しました｡あり
がとうございました。
向山会長､矢口幹事｡ご苦労様でした。
金井会員 向山会長、矢口幹事一年間大変お疲れ様でした｡
そして､親睦のリーダーという大切なお役目与えて
頂き､ありがとうございました。
会員の皆様､温かく見守って戴き感謝申し上ます。
石原会員 向山会長、矢口幹事お疲れ様でした。
安保会員 向山会長､矢口幹事が類い希なるリーダーシップ
を発揮され､昭島ロータリークラブを導いて下った
ことに感謝申し上げます。
田中ガバナー補佐、町田グループ幹事｡IMの中
止残念でしたが、準備期間を含め2年間、本当に
お疲れ様でした。
田中ガバナー補佐におかれましては、次年度は
更に忙しくなると思いますが、宜しくお願いします。
事務局石坂さん 向山会長､矢口幹事｡大変お世話になりま
した｡心よりお礼申し上げます。
会員の皆様､昭和館スタッフの皆様、色々と助けて
いただきありがとうございました。
本日の合計
305,000円
累
計
2,320,900円
予算達成まで
＋20,900円

【セレモニー】
向山年度チームへの慰労･感謝のセレモニー

進

行

平

雅徳 副幹事

2019-20年度役員・理事・
委員長･チームリーダー

全員登壇

慰労と感謝の拍手

会員全員

栁年度チームへの激励のセレモニー
進

行

野村芳樹 次年度副幹事

2020-21年度役員・理事
委員長・チームリーダー全員登壇

2020-21年度会長･幹事・役員･理事･委員長･チームリーダー
会 長
副会長
直前会長
会長エレクト
幹 事
副幹事
会 計
会場監督

柳 賢司会員
鈴木一昭会員
向山英雄会員
日恵野裕之会員
平 雅徳会員
野村芳樹会員
石原義仁会員
場崎浩一会員

奉仕プロジェクト委員長
青少年奉仕チーム
国際奉仕チーム
社会奉仕職業奉仕チーム
管理運営委員長
公共ｲﾒｰｼﾞ開発委員長
会員増強委員長
Ｒ財団･米山奨学委員長
会計監査

2020-21年度会長挨拶

栁

日恵野裕之会員
雨倉寿久会員
小野正敏会員
畢 煜 会員
三田 忠会員
荒巻正康会員
大貫政義会員
西川哲造会員
髙橋信隆会員

賢司会長エレクト

野村副幹事より役職お名前をお呼びして
ご登壇頂きましたメンバーで来期はすすめ
てまいります。次年度方針等細かい点につ
いては新年度7月2日の例会でお話をさせて
頂きます。よろしくお願い致します。
激励の拍手
向山英雄会長・矢口

会員全員

完幹事へ花束と記念品の贈呈

田中ガバナー補佐より授与

左より

矢口幹事、石坂さん、向山会長、栁会長エレクト、平副幹事

卓話 「一年を振り返って」
向山英雄 会長
昨年の今頃はドキドキしながら最終
例会が終わり、７月の第一例会はバタ
バタで自分でも何をしているかわからな
い様な例会になってしまいました。席で
見ていると普通にやっている様なことが
壇上に上がってしてみるとこんなに違う
ものかと云うことをつくづく感じた第一例
会でした。７月は８月に“くじら祭”があり
ますので準備、田中ガバナー補佐の表敬訪問もありましたの
で、クラブ協議会では「地域における社会貢献」として何をす
るかを皆様に発表して頂き、今年度は長続きできる様な独自
の貢献を探しておりましたが、次年度に続けてお願いしている
ところです。８月には第一回会長幹事会が六本木のグランド
ハイアットで行われました。８月７日より地区補助金を活用させ
て頂きASAPさんの協力を頂いて成田より「カンボジア就学支
援」のためカンボジアに行きました。
親睦活動出席チームは一番大変なチームで金井会員には
毎回毎回準備手配をして頂きました。金井会員はPTAの会長
もされている中、矢口幹事と一緒に楽しい例会を作って頂き
ました。
会員研修チームは、今期は例会のある日の例会前または
夜に会合していただき、大変参加率の良い、ベテラン会員の
皆様にも参加していただけれるような設定を小池チームリーダ
ーにして頂きましたのが、私は大変に印象に残っており、今ま
でと違う様な会員研修が出来たと思います。
９月には墓参例会がありました。卓話は相田会員より「カン
ボジア就学支援」の報告がありました。
今年度は会員の皆様方に卓話をして頂くと楽しいのでは、
と進めていきました。第一回に登場して頂いたのは栁会員で
した。卓話「私の趣味」で“釣り”の話をして頂きました。
１０月の阿島会員に卓話「私の趣味」では“ワイン紀行”の話
をして頂き、阿島会員はご存じの通り本を出版しております。
「私の履歴書」では川口会員、髙橋龍治会員に話を頂きま
した。米山奨学生のルレジオウル･スルタンさんは「エーゲ人
から見たとトルコ」のお話を頂きました。今まで留学生はアジア
の方が多く、トルコの方は日本に来られて全く価値観の違う世
の中で生活されているのは立派だなと思い、もう一年間スルタ
ンさんには、楽しいお話が聞きたいと思っている次第です。
10月24日の例会は、業界の方がお亡くなりになり、どうして
もお葬式、お別れの会に参加しなければならなくなり、坡山パ
スト会長に点鐘等例会をお願い致しました。
昭島中央RCと対決をしたいと思い、「ボーリング」「駅伝」「ゴ
ルフ」で勝負しよう、と云うことで「ボーリング大会」10月7日に
行いました。 この時は昭島RCが勝利= この時の大活躍は
鈴木圭一会員で矢口会員と私(向山会長)も点数が良かった
です。感心したのは鈴木会員はゴルフも巧いし、ボーリングも
で、伊達に小さい頃から遊んでいないなと感じました。
12月、臨時総会で栁年度のメンバーが決まり、スタートを切
りました。
小野会員の卓話「どこへ向かうアメリカ社会」を私は大変に
楽しみにしておりました。小野会員の仲間ウォール･ストリート
ジャーナルの記者をしていた方で現在はフリーになっている
方、昔の同僚の方々三人と飲みながら話したことの話でした。
その時にはトランプ大統領の再選が濃厚と小野会員はされ
ていましたが、コロナから大変な暴動になってきて、出来れば
11月迄に小野会員にもう一回登場して頂き、続きのお話を伺
いたいと思う位興味のあるお話をして頂きました。
クリスマス例会が終わり、2020年1月に「昭島まちづくり新年
賀詞交歓会」では、皆様の前で締めを行うという初めての経
験をさせて頂きました。栁パスト会長の締めも聞きたいと思っ
ています。
令和2年になって年男になりました。「年男卓話」を野村会
員、私(向山会員)、奥山会員、髙橋龍治会員で話をさせて頂
きました。

2月に入り、卓話は東京西法務少年支援センター次長の岡
部英洋様に卓話「東京西法務少年支援センターにおける取
組」を伺いました。岡部様は昭島の保護司の方と大変繋がり
があると云うことで矢口幹事にお願いしました。
次の週には栄田会員に「フラダンスの世界について」で奥
様の話をして頂きました。次週は昭和飛行機工業株式会社リ
アルエステート事業部の黒川理絵子様にオリンピックの話「昭
和飛行機工業株式会社所属トップアスリートの紹介」～カヌース
ラローム競技 矢澤亜季～について伺いました。
この頃から新型コロナウイルスについての不安材料が伝え
られ始めました。2月24日の地区大会を前にして大変な勢い
になってきました。昭島RCも対応に苦慮しました。理事の皆
様に相談させて頂き、会員皆様のご判断で出席して頂くという
例会が本日まで続いております。
たぶん来季の栁年度もRI会長の意向により今年いっぱい
は出席はとらないという自主判断と云うことが続いています。
本日の例会も昭和館さんに机の配置など考えて頂いて、こ
れだけ多くの方が参加出来て最後の例会が出来ますことに皆
様方に感謝したいと思います。
場崎会員の「地域ブランドホテルにおけるマイクロツーリズ
ムの展望」、金井会員「多様化する女性の生き方」の卓話をして
頂きました。今年度は会員の皆様に11名の方の卓話を伺いま
した。これからも機会があったら皆様方に登場して頂いてお話
をお聞きできればと思っています。
本日は欠席されていますが木野会員には会場監督として
頑張って頂き例会を作って頂いたことに感謝致します。
プログラム･会報チームもこの状況で“すったもんだ”しなが
ら森島会員に考えて頂いて年間を通して楽しく例会が出来ま
した。そして本日、最後の例会は森島チームリーダーの司会
で楽しい例会が出来た事、ありがとうございました。
最後になりましたが、事務局の石坂さんには一年間ありがと
うございました。クラブは石坂さんなしにはロータリーは成り立
たないと思いますし、先日行われた多摩中グループには各ク
ラブの事務局の皆さんが集まりますが、石坂さんは参加でき
ず大変残念だったと云っておりました。
一年にわたり皆様には大変お世話になりまして何とか本日
を迎えることが出来ましたことを申し上げまして最後の卓話とさ
せて頂きます。
本当に一年間ありがとうございました。
矢口 完 幹事
会長には一年を振り返って頂いて終わ
と思っておりましたが、まだ少し時間もあり
ますのでお話をさせて頂きます。
昨日、書類をそろえていてロータリーに
一年間何があったかを見て、お話ししよう
かなと思いました。幹事になる前に森島会
員に一年間記録してとっておいた方が良
いと言われていました。一度も使わなかったと云うことは今後
使うのかなと思っています。約一年半前から動いて、自分とし
て会長がうまく動けるように会議、理事会の準備しっかりして
運営していけば良いと思っていました。毎回の幹事報告は何
をしようかなと考えますが、石坂さんにリストを頂いて準備して
おりました。一年間、皆様にお世話になりました。多摩中グル
ープ田中ガバナー補佐、町田グループ幹事にも大変お世話
になりました。ありがとうございました。

閉会点鐘
向山英雄 会長

例会案内
７月9日(木)
第2538回例会
各委員長卓話

て

