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●青少年交換派遣学生募集及び推薦のお願い
2018 年夏からの派遣学生の募集
北島(正)委員

開会点鐘
斉

内山会長

唱：ロータリーソング「我等の生業」

募集説明会 5 月 21 日、その後の選考日程は
掲示板で確認してください

お客様の紹介

内山会長

報告
●小澤(谷)会長エレクト 本日、会務分担表を配布い

会長挨拶

内山会長

たしました。何かお気づきのことがありましたらお申

本日、持回り理事会を開催しました。社会福祉協議

し付けください。次年度のクラブ協議会を 5 月 10 日に

会の今年の会員会費を社協理事である小川会員が集め

行いますので理事・委員長の皆様はご参加ください。

ています。皆様のご協力をお願いいたします。

地区では 10 ヵ国と青少年交換学生交流をおこなっ

先週のＩＭでは大勢の方に参加していただきありが

ており、来年度は多摩中グループの持ち回りで当クラ

とうございました。13 クラブの中でも参加人数が多く

ブが受入れることになりました。タイ国の女性です。

会長としても嬉しく思いました。また実行委員として

クラブでは 3 ヶ月毎に 4 つのご家族にホストファミリ

喜連幹事と近藤会員には会議等に何度も出てもらいあ

ーになっていただくことをお願いしたいと思っていま

りがとうございました。また今回は新会員の紹介があ

す。後日受入れについてのアンケートを配布します。

りました。最後までありがとうございました。

ご記入をいただき全員の提出をお願いします。受け入

幹事報告
喜連(元)幹事
●事務所の賃貸借契約これまでと同じ条件で更新をし

れた方が全てを負担することではありません。そして、

ました。小川会員にご尽力いただきました。

化を伝える、タイの文化を知ってコミュニケーション

●17‐18 年度 地区研修・協議会

をとりながら、学校に通わせることになりますので、

ご家族とこの学生さんと楽しい交流を持って日本の文

日時 4 月 24 日（月）9 時 30 分～16 時 30 分

どうぞよろしくお願いします。

場所 京王プラザホテル

●囲碁同好会より杉田会員 久し振りに活動を始める

出席 17‐18 年度 小澤会長・寺澤幹事、

事にしました。4 月 21 日（金）18 時より事務局にて行

理事＝遠藤(直)・本間・喜連(紘)

います。興味のある方はお出でください。

委員長＝関(俊)・北島(正)

ニコニコＢＯＸ

村上ガバナー補佐・山崎グループ幹事

●内山会長 先週のＩＭでは大勢の会員の皆様にご

●地区平和フェロー ホストエリアセミナー・

出席頂きありがとうございました。本日の卓話は岡本

第 14 期ロータリー平和フェロー終了を祝う会

貞雄会員の昔のロータリーの映像だそうです。楽しみ

北島(清)親睦活動委員

日時 6 月 3 日（土）

にしております。

場所 ＩＣＵ東ヶ崎記念ログハウス

●喜連元昭幹事 本日の岡本会員の卓話を楽しみに

出席 伊藤(達)平和フェローシップ委員

しております。これ迄の集大成と云うべきデーターの
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整理も大変なご苦労があったと拝察します。

楽しい話、楽しみです。

●小澤孝造会員･高柳会員･津戸会員･杉田会員･秋廣

●本間会員 岡本会員の卓話、大変楽しみにしており

会員･近藤会員 岡本さんの卓話楽しみです。「タイ

ます。

ムカプセル」のなかみ、何かな？

●喜連紘子会員 岡本貞雄さんの卓話、楽しみにして

●五十嵐会員 経験豊富な岡本貞雄会員の卓話を楽

おります。16 年前私は何をしていたか、何も覚えてい

しみにしております。

ません。

●山口会員 16 年前の国立ＲＣの歴史を開けたら、何

●三田幸子会員・小川会員・岡田会員・伊藤明会員 長

が出てくるかしら？

い間浩一がお世話になりました。浩一と共にお世話に

●吉野会員 本日の会員卓話、岡本貞雄会員のお話楽

なりました。

しみにしています。

ニコニコ BOX 合計 47,000 累計 1,433,000 円

●岡本正伸会員・遠藤常臣会員・青木会員・木島会員

出席報告

喜連(紘)出席奨励委員

岡元貞雄さんが 64 才の時、何を感じていたのか、その

４月１９日 在籍４８名中 出席３８名

タイムカプセル楽しみにしています。

前々回(4 月 5 日) の出席率 97.78％

●山崎会員 本日の卓話、会員№14 の岡本貞雄会員の

閉会点鐘

内山会長
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16 年前のタイムカプセルを開ける！
岡本貞雄会員
講師紹介

またこの年度は、村上親睦活動委員長を先頭に、納

山崎プログラム委員長

涼家族例会では『明治神宮参拝と、表参道にあった曽

きょうは岡本貞雄会員が、省エネ卓話をするそうで

我さんお店での菅原洋一ショー』、親睦旅行は『九州

す。どうぞ最後まで楽しみに聞いてください。
16 年前のタイムカプセルを開ける！

２泊３日の旅』など、親睦活動が非常に活発に行われ

岡本貞雄

ました。

先日行われたさくらフェスティバルの会場で「10 年
後の自分にメッセージを書いてください」というアナ

会員数は 67 名でした。
そして年忘れ家族例会に出席

ウンスがありました。タイムカプセルを埋めて「10 年

された会員夫人が 33 名、
それに日本舞踊やコーラスの

後に掘り出して、メッセージを個人に返す」とうこと

指導にあたった先生方やピアニスト、米山奨学生、ロ

でした。私も「10 年後も元気で読むことができれば…」

ータアクトなど、合計 108 名が出席されました。
16 年を経て 67 名の会員は現在 16 名になりました。

という希望も込めてメッセージを書きました。

名簿順で小澤谷守さんまでがタイムカプセルに存在を

ところで、
当クラブも 16 年前にタイムカプセルを埋

残しています。

めていました。きょうそれを開けて皆さんに観ていた
だきます。もったいぶった言い方をしましたが、カプ

さて、その映像ですが、画像や音響など、あまり鮮

セルの中身は 16 年前に開催した『年忘れ家族例会』の

明とはいえませんが、その雰囲気はバッチリ撮れてい

ビデオです。

ます。２時間ほどの映像でしたが、卓話用に 30 分に編
集しました。

16 年前。2000〜2001 年度の会長は愛木さんで、幹事

なお、余談になりますが、この『学芸会』の立案か

は杉田さん。
そして親睦活動委員長は村上さんでした。
この年度、立川グランドホテルで開催された『年忘

ら実行に至るまで、万年親睦委員だった曽我さん（退

れ家族例会』は、クラブ初の『ファミリー・オン・ス

会）が活躍しました。曽我さんは人使いの荒い人で、

テージ』と銘打った『会員・家族による学芸会』に挑

私もいろいろ働かされました。台本書き、レッスンの

戦しました。

立会い、先生の接待など、４か月近くそれに専念させ
られました。

その立案から実行までの経緯は、映像の中で村上委
員長が触れていますので省略しますが、16 年経ったい

それでは、これからビデオを映しますが、懐かしい

ま、あらためて映像を観ますと、よくも手間ヒマをか

顔もたくさん出てきますので大いに当時を懐かしんで

けて『学芸会』を成し遂げたことに感心いたします。

ください。そして、その後に入会された方々は、今後
の親睦活動の参考にしてください。
2

