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この度私は、会員皆さまのご推挙により、伝統ある東

京国立ロータリークラブの 2015-16年度、第 47代会長に

就任することになりました。身に余る光栄ですが、その

責務の重大さをひしひしと感じているところであります。 

前年度は緻密で、企画力に富んだ岡本正伸会長、そし

て会長をしっかりと支えた気配りの遠藤常臣幹事のもと、

会員皆さまとご家族の協力による非常に充実した１年を、

エレクトとしてつぶさに体験させて頂きました。深く感

謝申し上げます。 

今年度、会長エレクトは内山健治会員、副会長は小澤

谷守会員と沈着冷静な、地元を知り尽くした方々です。

そして幹事には、市内で行われる各種の行事に幅広く関

与し、また近隣地域にも非常に多くの友人を持つ、エネ

ルギッシュで極めて頼り甲斐のある本間康彦会員にお願

いすることが出来ました。これらの方々のご助力を仰ぎ

ながら、会員皆さまと、ご家族の協力のもと全員心を合

わせて新たな気持ちでこの１年を意義ある年度にしてま

いる覚悟であります。皆さまのご指導、ご協力を切にお

願い申し上げる次第でございます。 

さて、2015-16年度 K.R.ラビンドラン RI会長は RIテ

ーマを「世界へのプレゼントになろう」（Be a gift to the 

world）とされました。ロータリーを通じて、自分の資質

を世界にプレゼントすることによって、誰かの人生に、

そして世界に、真の変化を起こすことが出来るはずだと

述べておられます。このテーマを受けて、水野 功ガバ

ナーは、地区運営方針を「未来に向けてロータリーの原 

点・心を大切に」（Back To Basics For Our Future）、 

 

 

 

 

 

 

 

と設定されました。ただ、変えていいもの、変えてはい

けないもの、変えなければならないものの判断を同時に

求めておられます。 

これらの方針に基づき、また、当クラブの過去の実績

を踏まえて、私は本年度のクラブ運営のスローガンを「も

う一度青春！ 地域のために、あと世代のために、そし

て…」と致しました。平均年齢６０数歳の当クラブで「青

春」と言う言葉を使うことに聊か躊躇はございました。

しかし、逆説的になるかも知れませんが、５０歳、６０

歳ではなく、８０歳代の階段を既に上り始めている私だ

からこそ、青春と言う言葉を使っても許されるのではな

いかと思った次第です。米詩人サミュエル・ウルマンの

７０歳を過ぎてからの作で、私の好きな「青春の詩」と

いう詩があります。マッカーサー元帥の座右の詩で、Ｇ

ＨＱの執務室に掲げられていたことで有名です。私の前

後１０年程の世代ではこの詩に心酔した人が多く、各地

に「青春の会」と言う会があるほど知られた詩ですが、

この詩によれば、歳は７０歳であろうと１６歳であろう

と、心に輝きがあることがすなわち青春なのです。奉仕

活動に熱心に取り組んでおられるロータリアンの皆さん

はまさしくこの「青春」の状態にあると思い至りました。

当クラブの歴史を顧みる時、何と言っても「他人の子供

を叱る運動」あるいは「ふれあい合宿」に代表される、

子供たちの健全育成への注力が光り輝いております。今

年度、内部基盤を強固にするため会員相互の親睦に力点

を置くことはもちろんですが、「ベテラン会員、若手会

員手を携え、青春集団として、湧き出る活力を、思いっ 
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就任の挨拶 

2015-16年度 会長 木島常明 
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小澤孝造パスト会長の発声により乾杯 

きり地域のために、あと世代のためにプレセントしよう。

そして家族を含めて自らも大いにロータリーライフを楽

しもう。若き日々を思い出しながら・・・」と欲張った 

スローガンにした積りです。新鮮味と感動を覚えられる

会合、そして奉仕活動を目指そうではありませんか。同 

時に、クラブの活性化を目的に、他クラブとの交流も積

極的に進める積りでおります。 

会務分担については、今年度も全会員がクラブ奉仕部

門と他の４大奉仕部門の両方で奉仕活動に携わって頂く

ように組みました。その選任過程では随分難航し情に助

けられることもありました。ご協力に感謝申し上げます。 

クラブの重点目標についてはクラブ協議会あるいは炉

辺ですでに説明申し上げた通りですが、そのうちのいく

つかについて補足説明をいたします。 

先ず、クラブ奉仕部門については、言わずもがなのこ

とではありますが、クラブ管理運営の充実を挙げました。

会合を楽しい、感動の有るものにしよう。そのことによ

って出席率 100％を目指そう、としました。当クラブは出

席率の極めて高いクラブですが、100％は第１期だけです。

とんでもない目標のようですが、以前に比べればメーク

アップの条件は随分緩和されております。地区運営方針

にあります「ロータリーの原点・心を大切に」と心掛け

れば、不可能なことではないと信じます。先ずは７月を

100％出席でクリアすることから始めて頂くようお願い

します。 

次に公共イメージの向上を挙げました。残念ながら、

ロータリークラブが市民に深く理解されているとは考え

られません。折に触れアッピールする機会を更に増やし

ていくことが必要なのではないでしょうか。 

四大奉仕部門については今まで進めてきたＣＬＰを継

続致しますが、奉仕活動をより効果的にするために新規

性を加味することを心掛けて頂くようお願い致します。 

大きな問題として、「ロータリーリソースとオンライ

ンツール積極的活用への始動」を挙げました。地区強調

事項でもあります。いまや、ロータリーもインターネッ

トの活用が必須の状況にあります。例えば、ロータリー

の Webには「My Rotary」と言うページがありますが、そ

こに 50％以上の会員が会員登録することが「RI 会長賞」

の基本条件にもなっております。また、Web全体が非常に

豊富な情報に満ち溢れております。オンラインで開かれ

ている「ウェビナー」と言う研修セミナーもあります。

自分たちの奉仕活動の参考にしていくためにも「インタ

ーネットツール活用へのスタート」をする年にしようで

はありませんか。 

以上、継続事業が多いですが、その事業のなかにも会

員皆さんの知恵と創意を最大限に生かして新規性を持た

せ、目的に適った、充実した奉仕活動を企画し、変化へ 

の第一歩を踏み出しながら参加して下さることを願っ

て止みません。この１年間皆さま方と楽しい奉仕活動が

できるよう努力致す所存でございます。 

最後に一言。私のロータリー年齢は１０歳半です。小

学校高学年生に相当することになるわけですが、ロータ

リーについていろいろ勉強した積りでも、真の理解がで

きていないのではないかと危惧いたしております。先輩

方には是非積極的にご助言賜りますようお願い申しあげ

ます。また、そのように未熟故、歴代会長よりもはるか

に多く事務局の間島さんを煩わすのではないかと思いま

す。ご協力くださるようお願い致します。 

なお、今年度は 2016年 5月末からソウルで国際大会が

開催されます。ＭＥＲＳウィルスの状況が気になるとこ

ろですが、参加しやすい地理条件でもあり、積極的参加

を地区からも要請されていることをお伝えして、就任に

あたっての私のご挨拶とさせて頂きます。ご清聴、どう

もありがとうございました。 

就任の挨拶 

幹事 本間康彦 

2015-16年度、木島会長のもと幹事を仰せつかりました

本間でございます。諸先輩型の幹事のように、色々な気

遣いが出来ないかもしれませんが、是非、御協力の程を

お願いしたいと思います。会長の補佐、また皆様との連

絡事項等の幹事役として務めていきたいと思いますので、

何かご注意点がございましたら私の方に一言いただけれ

ばと思います。 

幹事として、いたらない所があると思いますけれど、

どうか１年間皆様のご協力のもと、努めて参ります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

新旧理事・役員・地区委員 就任退任奉告祭 
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木島会長より岡本正伸前会長遠藤常臣前幹事に 

感謝状と記念品の贈呈 

 

 

日  時：平成 27年 7月１日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               荘原委員 

開会点鐘                   木島会長 

斉  唱： 国歌斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 四つのテスト 

お客様の紹介                   木島会長 

 宮崎 陽一郎様 多摩中グループ ガバナー補佐 

 吉田 純夫 様    〃    グループ幹事 

ご挨拶               宮崎ガバナー補佐 

 木島会長・本間幹事の船

出を心より御祝い申し上

げます。昨年度の役員・理

事の皆様、本当にお疲れ様

でした。昨年は数多くの賞

を受賞されました。今年度

も賞を目指していただきたいと思います。 

 木島会長の挨拶の中で、RI会長・水野ガバナーの方針

をしっかりと述べていただき、ありがとうございます。 

 ロータリーの友７月号に感動した文章がございます。

「ペイ フォワード(恩送り)」私は 19 歳の時にローター

アクトに入り 10年間活動をさせていただきました。多く

のロータリアンに助けられたという気持ちが強くて、そ

の恩返しをしたいと思ってロータリー活動をしている訳

でございます。ラビンドラン会長も恩返しをする唯一の

方法は誰かを助けることと仰っています。私は自分なり

の経験を生かして、クラブを少しでも良くしていこう、

これまでお世話になった方に恩を送っていこうと思って

おります。国際ロータリーは様々な変化をしております。

原点を理解した上で変えてはいけないもの、変えていい

もの、そして変えなければいけないもの、そこの判断を

しっかりしていただきたいと思います。 

 最後に、RI会長賞へのチャレンジ・会員基盤の強化・

My Rotaryへの登録・R財団、米山記念奨学への寄付目標

達成・ソウル世界大会への参加、そして 11月多摩中グル

ープのＩＭへのご参加をお待ちしております。悔いのな

いようにロータリーライフを共に楽しみましょう。エン

ジョイ･エンジョイ･ロータリー。そして、もう一度青春。 

感謝状・記念品の贈呈                    木島会長 

乾 杯             小澤(孝)パスト会長 

会長報告                      木島会長 

●本日 10 時 30 分より谷保天満宮において新旧理事・役

員・地区委員の就任退任奉告祭を執り行いました。また、

11時より今年度第 3回定例理事会を行いました。承認事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項につきましては次週のクラブフォーラムにて報告いた

します。 

●地区役職委嘱状   

伊藤達弥委員  ロータリー財団・ 

ロータリー平和フェローシップ委員会 委員 

幹事報告                    本間幹事 

●今年度の上期年会費等のお振込の案内を配布いたしま

した、今月末までにお振込をお願いいたします。 

農協の口座も作りましたので、振込でお願いします。 

●７月のロータリーレートは、１ドル 124円です。 

今月の各種お祝い            寺澤親睦活動委員長 

■入会記念月 

岡本 貞雄会員（在籍 20年） 

小澤 崇文会員（在籍 9年） 

遠藤 直孝会員（在籍 8年） 

伊藤 一彦会員（在籍 6年） 

喜連 元昭会員（在籍 4年） 

千葉 伸也会員（在籍 1年） 

伊藤   明会員（在籍  1年） 

■会員誕生月 

遠藤 直孝会員（31日） 

伊藤 一彦会員（10日） 

喜連 元昭会員（28日） 

伊藤 明 会員（26日） 

■夫人誕生月 

津 戸   会員夫人・敏子様  

岡本(正) 会員夫人・芳江様 

小澤(谷)会員夫人・あゆ子様 

伊藤(明)会員夫人・久美子様 

ニコニコＢＯＸ            村上親睦活動委員 

●木島会長 いよいよ新しい年度が始まります。本間幹

事共々精一杯頑張りますので、和気あいあいとした、意

義ある年度に出来るよう、会員皆さまのご協力を宜しく

お願いいたします。本日は足元の悪い中、宮崎ガバナー

補佐、吉田グループ幹事にはわざわざご来訪いただき有

難うございました。これからの一年間、ご指導賜ります 

よう、切にお願い申し上げます。 

第 2237回例会 
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●本間幹事 いよいよ一年の始まりです。未熟者でござ

いますが、よろしくお願い申し上げます。宮崎ガバナー

補佐・吉田グループ幹事のご来訪、ありがとうございま

す。一年間よろしくご指導お願いします。 

●小澤孝造会員 木島・本間丸の順風満帆の出航おめで

とう御座居ます。一年間吾々が楽しく過ごせる航海であ

ります事を念願しております。頑張って下さい。 

●高柳会員 木島・本間丸の船出を祝し、一年間の活躍

を祈っております。 

●津戸会員 本日、谷保天満宮の大前に於いて、新任退

任奉告祭を滞りなく斎行いたしました。しっかりと木島

年度の安全繁栄をお祈りいたしましたので、木島会長安

心して会務遂行にお励み下さい。宮崎ガバナー補佐、吉

田グループ幹事のご来訪歓迎いたします。 

●五十嵐会員 木島会長・本間幹事さん、ご苦労様です。

青春を楽しませていただきます。ゴルフ同好会の会計を

務めます。会費を宜しくお願いします。 

●山口会員 木島年度の門出をお祝い申し上げます。 

●時田会員 木島会長・本間幹事の船出を祝して、岡本

さん・遠藤さん本当にご苦労様でした。 

●宗村会員 新年度もよろしくご配慮の程、静かにおと

なしく過ごしてまいりたく存じます。 

●吉野会員 2015-16 年度、木島・本間丸の出航を祝し

ニコニコします。 

●小川会員 岡元会長・遠藤幹事 1年間ご苦労様でした。

そして、いよいよ木島・本間丸の出港、お目出とうござ

います。全会員協力し“もう一度青春”を味合おうでは

ありませんか。 

●杉田会員・小澤崇文会員・千葉会員 木島・本間丸の

スタートを記念して!! 

●関会員 木島会長・本間幹事、就任お目出とうござい

ます。一年間よろしくお願い致します。お二人方の船出、

楽しみにしております。 

●内山会員 木島・本間丸の出航を御祝い致します。ま

た一年間のご活躍を祈ります。 

●岡本貞雄会員 木島・本間丸の出航を祝し、無事の航

海をお祈り申し上げます。 

●岡本正伸会員 木島会長・本間幹事の船出と 1 年間の

航海の無事を祈念してニコニコします。また、家内の誕

生日のお祝いを頂き有難う御座います。宮崎ガバナー補

佐、吉田グループ幹事の御来訪を歓迎します。1年間の御

活躍を期待申し上げます。 

●小澤谷守会員 木島会長・本間幹事、今日から一年体

に気を付けて頑張って下さい。最後には｢そうともこれが

青春だ!!｣と言えるように･････妻への誕生祝いありがと

うございます。 

●遠藤常臣会員 木島・本間丸の出航、心より御祝い申

し上げます。無事の帰航を祈念致します。宮崎ガバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補佐・吉田グループ幹事の早々の御来訪歓迎致します。

●石塚会員 木島会長・本間幹事の新たらしき出発を祝

します。ロータリアンの本当の目的に添った素晴らしい

ご活躍を祈念申し上げます。 

●喜連元昭会員 バースデープレゼント有難うございま

す。昨今、誕生日を記念して呉れるのはデパートのダイ

レクトメールとロータリークラブだけになってしまいま

した。 

●遠藤直孝会員 誕生月のお祝いありがとうございます。

木島会長・本間幹事、1年間よろしくお願いします。 

●伊藤達弥会員 宮崎ガバナー補佐・吉田グループ幹事

の御来訪ありがとうございます。今期一年、御指導の程、

宜しくお願いします。追、結婚祝品ありがとうございま

す。 

●小山田会員 木島会長・本間幹事、今日から 1 年間よ

ろしくお願い致します。 

●伊藤明会員 誕生日の御祝い有難う御座います。 

●ＳＡＡ委員会(高世会員・佐伯会員・荘原会員・稲村会

員) 木島・本間丸の出航を祝します。SAA 委員会一同、

心を合わせ、会の進行に努めて参りたいと思います。皆

様のご協力もよろしくお願い申し上げます。 

●新世代奉仕委員会(岡田会員・長嶋会員) 宮崎ガバナ

ー補佐・吉田グループ幹事の御来訪ありがとうございま

す。木島会長・本間幹事の出航おめでとうございます。 

●クラブ会報委員会(遠藤直孝会員・青木会員・北島会

員・大庭会員) 木島会長・本間幹事 2015-16年度の門出

おめでとうございます。微力ながらクラブ会報委員会一

丸となって頑張っていきたいと思います。よろしくお願

いします。 

●親睦活動委員会(寺澤会員・村上会員・山崎会員・喜連

紘子会員・小澤崇文会員・秋山会員・伊藤明会員・長嶋

会員) 木島・本間丸の無事な出航おめでとうございます。

クラブの運営に関し、親睦委員会も全力で頑張ります。 

ニコニコ BOX 合計 103,000円 

出席報告           五十嵐出席奨励委員長 

  ７月１日 在籍４６中  出席４２名   

  前々回（6月 17日）の 出席率 97.67%   

閉会点鐘                  木島会長 

７月誕生月の喜連元昭会員・遠藤直孝会員・ 

伊藤明会員 


