
 RI第 2750地区  多摩中グループ          

      東京国立ロータリークラブ         
例 会 日：毎週水曜日  例会場：谷保天満宮社務所 2 階 東京都国立市谷保 5209  TEL:042-576-5123 

事 務 所：東京都国立市谷保 5234-1     TEL:042-575-0770   FAX:042-572-8666 

E-MAIL：kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp   WEB：http://kunitachi-rc.com/ 

会報委員：遠藤直孝・北島正典・青木 健・伊藤達弥・大庭敏也 

会長 木 島 常 明 幹事：本 間 康 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成 28年 6月 22日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ          遠藤(常)委員長 

開会点鐘                    木島会長 

斉  唱：ロータリーソング「奉仕の理想」 

お客様の紹介                   木島会長  

吉野会員夫人 益世様   杉田会員夫人 伸子様 

内山会員夫人 幸子様   村上会員夫人 真弓様 

岡本正伸会員夫人 芳江様 秋廣会員夫人 康子様 

山崎会員夫人 季美枝様   遠藤常臣会員夫人 春実様 

石塚会員夫人 美子様   本間幹事夫人 純代様 

木島会長夫人 和子様   北島正典会員夫人 緑様 

秋山会員夫人 登美子様  伊藤明会員夫人 久美子様 

関俊之会員夫人 藤子様  林会員夫人 恵美子様 

林会員ご長女 愛香様   体験入会 川向輝樹様 

会長報告                      木島会長 

●6/14 地区会長幹事会に於いて、表彰状をいただきま

した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告                      本間幹事 

●第 13回 RYLAセミナー開催および式典参加のお願い 

受講生推薦のお願い 募集期間 6/6-8/8 

 セミナー開催日 9月 17日（土）～19日（月） 

 場所 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年記念総合ｾﾝﾀｰ 

 詳細は掲示板にパンフレット掲載 

 申込みは次年度会長・幹事へお願いします 

●次週 6/29は規定休会です。 

出席 100％表彰 24名の会員に記念品贈呈    

五十嵐出席奨励委員長 

新旧会長幹事 バッジの交換・花束贈呈 

 

●今年度の｢カンボジア教師 

育成支援プロジェクト｣の 

寄付に対して、公益財団法 

人ＣＩＥＳＦより感謝状を 

いただきました。 

 

 

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 

第 2281回例会 最 終 例 会 
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会長退任の挨拶  木島常明 

昨年は戦後 70年の節目とい

うことで、特に、戦争末期、

集団疎開で淋しい思いをした

経験を持つ私たち世代はいろ

いろな面で過去を振り返り、

そしてこれからを考えた一年

でした。何といっても大きな

ことは、70 年間も戦争をしなかったということです。

新年のご挨拶でも申し上げましたが、70年を昭和 20年

から遡ってみますと、何と明治 6，7年になります。西

郷隆盛がまだ中央政府にいた頃です。その後まもなく

西郷隆盛は下野し、明治 10年に西南の役がおこりまし

た。その後は華やかな鹿鳴館時代はありましたが、日

清戦争、日露戦争、大正初期の第一次世界大戦、昭和

に入っての満州事変、支那事変、昭和 16年の大東亜戦

争、終戦という時系列です。 

こうしてみると戦後 70年間一度も戦争をしなかった、

これは如何に大きな成果だったかをあらためて気づか

されます。昨年お二方がノーベル賞を受賞されました

が、文句なしに日本国としてノーベル平和賞を送られ

てしかるべきだと私は思っておりました。 

話は変わります。この一年、大洪水、地震災害など

大きな災害、各種事件、目を海外に転じますと、イス

ラム国問題、サウジアラビアとイランの争い、アメリ

カの銃乱射事件、北朝鮮の問題、経済問題、そして明

日はイギリスのＥＵ残留か離脱かの国民投票と内外と

もに不透明、不安定なことばかりですが、昨年暮れに

かけて、お二方のノーベル賞受賞、あかつきの金星軌

道へ出発、iPS細胞の進展、そしてごく最近、113番目

の元素「ニホニウム」命名など明るい話題もあります。

18歳選挙権実施も未来に希望を抱かせる話題です。 

ロータリーについて振り返ってみますと、ＲＩラビ

ンドラン会長は「Be a gift to the world 世界へのプ

レゼントになろう」、第 2750地区水野ガバナーは「Back 

to Basics for our Future 未来に向けてロータリーの

原点・心を大切に」と掲げました。 

それを踏まえて当クラブは「もう一度青春 地域の

ために、あと世代のために、そして・・・」とスター

トしました。納涼家族例会に始まり、スポーツ例会、

市民まつり、ポスター展、年忘れ家族例会などと済ま

せ、年が明けてからはどんど焼きを皮切りに、盛り沢

山の楽しい行事や奉仕活動をみなさまのご協力で無事

実施して参りました。懸案の「命の大切さ作文集」も

担当の皆さんのお陰で素晴らしいものができました。

本当にありがとうございました。 

「もう一度青春！」と掲げたのは他でもありません。

アメリカの詩人サミュエル・ウルマンの「青春の詩」、

「青春とは人生の或る期間を言うのではなく、心の様

相を言うのだ。優れた想像力、逞しき意志、炎ゆる情

熱、怯懦を斥ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心、

こういう様相を青春と言うのだ」がロータリーにぴっ

たりだと思ったからです。皆さん、青春を再謳歌して

いただけたでしょうか。私自身、想像力、意志、情熱、

勇猛心、冒険心で果たして合格点だったかどうか反省

することが多々ありますが、クラブとして全体的に見

れば十分合格点をいただけると思います。例会の最初

に披露申し上げたとおり「ガバナー賞」を頂き、「出

席率」では第 2750地区第一位、皆さんの努力の賜物と

深く感謝申し上げているところです。 

ただ、私としてはしっかりと反省しなければならな

いこともあります。CLP事業確立をより強固にするため

に「引き継ぎ書」制度をしっかりとルール化したいと

思いながら、紹介にとどまり、提案することも致しま

せんでした。次は会員増強です。皆さんの努力で 5 名

の方にご入会いただいたのですが残念ながら退会 3名、

逝去 1 名と純増は 1 名にとどまりました。一番大きな

反省点は、ロータリーリソースとオンライツールの積

極活用への始動と MyRotary への登録をうたいながら、

MyRotary登録率は、100％と言うクラブもある中、極め

て低レベルに止まってしまいました。利用の意義をも

っと真剣に探索すべきだったと深く反省しております。 

最後に一言。長年ロータリー活動の中心的役割を果

たしてこられた三田浩一会員、まだまだご活躍頂かな

ければならない中での逝去はこの一年間のもっとも悲

しい出来事でした。また、長年生き字引のように、指

導的立場にたっていろいろご助言いただいた高世英夫

会員がこの 4 月に退会されました。これは当クラブに

とって誠に大きな損失だったと思います。お二方には

改めて感謝の意を表したいと思います。 

会長をお引き受けすることを決めてからの 3 年半、

絶対に病気はできないと心がけて参りました。何せ、

決めた時が 78 歳 6 か月、先日 82 歳になりました。い

つ倒れてもおかしくない年齢です。どうにか病気もせ

ず職務を全うできたとホッとしているところです。 

先ほども申しあげたとおり反省することしきりです

が、これを埋め合わせるために、これからも一会員と

して奉仕活動に励もうと心に決めております。1年間い

ろいろとありがとうございました。本間幹事にはあら

ゆる点でご面倒をおかけしました。地元のことをほと

んど知らない私にとって、本間幹事なくしてはとても

考えられない 1 年間でした。深く感謝申し上げます。

理事・役員はじめ全会員の皆さんに改めてお礼申し上
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げます。事務局の間島さん、不慣れなうえ、言葉足ら

ずの私に戸惑ったことも多かったのではないでしょう

か。お付き合いありがとうございました。 

以上、当クラブと会員皆様のますますの発展を祈念

し、退任の挨拶とさせていただきます。 

 幹事退任の挨拶  本間康彦

 木島会長より拝命されて、

幹事として会長を手助け出来

たのか、また会長にも会員の

皆様にも不馴れなことでご迷

惑をかけたのかとも思います。 

会長共々皆様のご協力のもと

無事に最終例会を迎える事が

できました。事務局の間島さんにもお手伝いいただき

ました。ありがとうございました。 

 次年度も内山会長・喜連幹事には、今年同様多難な

事もあるかと思いますが、是非 1 年間楽しんでやって

いただきたいと思います。 

私も幹事として皆様にいろいろな所で盛り上げてい

ただきました。会長にも気を使っていただきまして、

この様な形で 1 年間すごさせていただきまして楽しか

ったです。本当にありがとうございました。 

 

ニコニコＢＯＸ         寺澤親睦活動委員長 

●木島会長 いよいよ最終例会になりました。この一

年間陰に日向に、いろいろご協力頂きありがとうござ

いました。皆さんのお陰で長く記憶に残る素晴しい一

年間でした。これからも頑張ります。 

●本間幹事 いよいよ最終例会を向え、１年間を振り

返りいろいろな出会いや喜びがありました。貴重な経

験を木島会長ありがとうございました。国立クラブの 

皆様、本当にありがとうございました。 

●小澤孝造会員 木島・本間丸の無事の帰港お祝い申

し上げます。 

●津戸会員 早いもので今日木島年度の最終例会にな

りました。本年の木島会長のターゲット｢もう一度青

春！｣の通り奉仕活動を能く成し遂げ若々しいクラブ

に成長しましたことに心より敬意と感謝いたします。 

●五十嵐会員 木島会長・本間幹事さん又役員の方々

一年間大変お世話になりました。心より感謝申し上げ

ます。 

●山口会員 本年度も最終例会になりましたね。皆さ

ん一年間ありがとうございます。 

●時田会員 木島会長・本間幹事一年間ご苦労様でし

た｢もう一度青春｣本当に良い年度でした。有難うござ

いました。 

●宗村会員 今期役員及び理事諸兄ごくろうさまです。

先は永いです。30年生 

●吉野会員 木島会長・本間幹事 1 年間大変ご苦労様

でした。本日の最終例会楽しませていただきます。 

●小川会員 木島会長・本間幹事一年間本当にご苦労

様でした｢もう一度青春･･･｣の実践、見事に成功し、楽

しいクラブ運営をありがとうございました。今日は一

緒に盛り上がりましょう!! 

●関重寿会員 木島会長・本間幹事本当にご苦労様で

した。次年度はゆっくりとはいかないと思いますが、

少しゆっくりしていただければと思います。 

●内山会員 木島会長・本間幹事一年間ご苦労様でし

た。最終例会で疲れを癒して下さい。 

●岡本貞雄会員 木島・本間丸の無事帰航を祝します。 

●岡本正伸会員 木島会長、本間幹事１年間大変お疲

れ様でした。すっきりさわやかな気持ちで飲みすぎな

いよう注意しましょう。任期は後８日ありますよ。本

日は妻ともども最終例会を楽しませて頂きます。 

●秋廣会員 木島・本間丸の一年におよぶ航海の無事

の帰港心より祝福いたします。いろいろありましたが

｢青春｣の一言につきる活躍でしたね。ほんとうに御苦

労様でした。 

●小澤谷守会員 木島会長・本間幹事には一年間ご苦

労様でした。そしてありがとうございました。若い本

間幹事は少しヤツレタ様ですが｢もう一度青春｣を掲げ

た木島会長は増々お元気で若返ったみたいです。さて

私の担当委員会でありました SAA・親睦活動・出席奨

励・クラブ会報・プログラム各委員会の皆様には一年

間大変お世話になり、ありがとうございました。又、

会員の皆様には一年間クラブ運営にご理解ご協力いた

だきありがとうございました。 

●青木会員 木島・本間丸の無事の帰港おめでとうご

ざいます。又一年間大変お世話になり誠に有り難うご

ざいました。次年度は内山・喜連丸のもとでロータリ

ー財団委員長を務めさせて頂きますので、皆様ロータ

リアンとしてのご寄付をお願いします。 

●石塚会員・美子様 木島会長・本間幹事一年間ご苦

労様でした。私の親しい青空たのし様を迎えての家族

例会･･･皆様が和やかな雰囲気の中で初夏の一夜を楽

しんで下さい。私も家内と楽しんでいきます。 

●喜連紘子会員 木島会長・本間幹事１年間お疲れさ

までした。いろいろあったような気もしますが皆様に

お導き頂き何とか今日を迎えることが出来ました。有

難うございました。 

●近藤会員 木島会長・本間幹事、本日無事に最終例

会を迎えられお目出度うございます。御苦労様でした。

これからはゆっくり青春して下さい。 
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の     

会員 

●喜連元昭会員 木島会長・本間幹事、理事・委員の

皆様大変ご苦労様でした。次年度はつたない感じです

が変わらぬ応援を頂きますようよろしくお願いします。 

●北島会員・緑様 木島会長・本間幹事 1 年間ありが

とうございました。無事最終例会を迎えられることを

心よりお祝い申し上げます。次年度内山会長・喜連幹

事よろしくお願いします。楽しみにしています。 

●SAA 委員会(遠藤常臣会員・佐伯会員・稲村会員・荘

原会員) 2015-16 年度の流行りは五郎丸、真田丸、た

だ何と言っても本命は木島・本間丸でした。一年間本

当にお疲れ様でした。 

 

 

 アトラクションは「ハーモニカ漫談 青空たのし」

さん、85歳とは思えません。ハーモニカに合わせて懐

かしい唄を口ずさみ、最後は恒例の「手に手つないで」

を大合唱。美味しいお食事とともに、楽しい時を過ご

しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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・長嶋会員・大

神田会員・関俊之会員・北島清高会員・鈴木会員・林

会員) 木島会長・本間幹事、無事の帰港おめでとうご

ざいます。又、会員の皆様には親睦行事へのご協力誠

にありがとうございました。 

ニコニコ BOX 合計 90,000円 累計 1,472,000円 

出席報告           五十嵐出席奨励委員長 

 ６月２２日 在籍４７名中 出席４３名   

  前々回（6月 8日） 出席率 97.67％     

閉会点鐘                     木島会長 

 

 

 

司 会  ：寺澤親睦活動委員長 

開会ご挨拶：小澤(谷)クラブ管理運営理事 

乾 杯  ：津戸パスト会長 

閉会ご挨拶：本間幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 最終家族例会 懇親会 


