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行動しよう・前進しよう！
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日
時：平成 29 年 6 月 14 日（水）
会
場：例会場
司
会 :ＳＡＡ
北島(正)委員
開会点鐘
内山会長
斉
唱：ロータリーソング「それでこそロータリー」
お客様の紹介
内山会長
稲田 盛穂様 卓話講師：書道師範
会長挨拶
内山会長
世界大会が開かれていて、きょうが最終日です。吉
野会員が行かれています。昨日はゴルフ同好会の会長
杯で、新会員の三田会員が優勝されました。おめでと
うございます。きょうの卓話の講師は書道の先生です。
楽しみに拝聴させていただきます。
幹事報告
喜連(元)幹事
●第 2 回青少年交換来日生ホストクラブ・ホストファ
ミリー会議
日時 7 月 1 日（土）14 時～17 時
場所 オリンピック記念青少年総合ｾﾝﾀｰ
出席 岡本(正)カウンセラー
ＨＦ(長嶋会員・鈴木会員・川向会員・北島(清)会員)
●17-18 第１回クラブ米山記念奨学委員長セミナー
日時 7 月 7 日（金）15 時～17 時
場所 ハイアットリージェンシー東京
出席 17-18 木島米山奨学委員長
17-18 村上ガバナー補佐
●社会福祉協議会のチャリティ公演のチケットを 10
枚クラブで購入しました。希望の方に差し上げます。
7 月 8 日（土）18 時開演 高橋恵子トークショー
委員長報告
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書 と 人
筆禅会 稲田盛穂 師範
講師紹介

近藤佳子会員

稲田先生の弟子として稲村会員・秋廣会員夫人康子
さん・私が教えていただいています。不詳の弟子であ
る私がご紹介させていただきます。禅を基にした書を
なさっていて、ご自分でも修行をされています。香取
神社・鹿島神宮などにも書を奉納されています。
「パンフレットより：筆禅道師。朝日カルチャーセンター
(新宿)講師。悠遊筆禅会(東京･名古屋･水戸･千葉)主催」

書は人なり

稲田盛穂

●長嶋次年度親睦活動委員長 7 月 26 日に納涼家族例会
として、栃木県の太田市で鮎ざんまいを企画しました。
ご家族皆様お揃いで出席していただけますよう、お願い
いたします。

お招きいただきまして、
大変有り難く思っています。
私は皆様があまり見た事の無い書道をやっており、日
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頃のお稽古は太い筆で書きます。呼吸を非常に大切に

第 2325 回例会

最終家族例会

いたしまして、体の気を取り入れ、今ここをどうやっ
て生きたか、生きた証として一本の線を書いていただ

日

時：平成 29 年 6 月 28 日

く事と、大きな丸い円を書いていただくという書をや

会

場：パレスホテル立川

らせていただい

司

会 :ＳＡＡ

ています。

開会点鐘
斉

きょうは、山

本間委員長
内山会長

唱：ロータリーソング「奉仕の理想」

お客様の紹介

岡鉄舟のことに

内山会長

ついて、書は人

多摩中 G ガバナー補佐

鈴木義明様

なり、というこ

多摩中 G グループ幹事

鏑木孝和様

とがどういうこ

吉野会員夫人 益世様

小川会員夫人 恵美子様

となのかを短い

杉田会員夫人 伸子様

内山会長夫人 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

小澤谷守会員夫人 あゆ子様

時間ですが、知
っていただく機

山崎会員夫人 季美枝様

会になればと思

寺澤会員夫人 房江様

っております。

遠藤常臣会員夫人 春実様
木島会員夫人 和子様

北島正典会員夫人 緑様

書はその人を

秋山会員夫人 登美子様

伊藤明会員夫人 久美子様・ご子様 黎さん

表すと言われて

関俊之会員夫人 藤子様 北島清高会員夫人 友子様

いますので、ご

鈴木会員夫人 真紀子様

興味を持ってい

川向会員夫人 未希様 お子様 琥太郎さん・絵玲奈さん

◆ご挨拶 鈴木ガバナー補佐・鏑木グループ幹事

ただけたら有難

国際大会

いなと思うとこ

のアトラン

ろです。

タに行って
いてご挨拶
が大変遅く

ニコニコＢＯＸ

北島(清)親睦活動委員

なってしま

●内山会長 RI の世界大会が、本日 14 日までの日程で

いました。内

アメリカ・アトランタで開催されております。クラブか

山会長・喜連

らは吉野会員が参加されております。本日の卓話の講師

幹事、ゴルフ大会では木島パスト会長、ＩＭでは近藤会

の先生は書道の稲田先生です。楽しみに拝聴させて頂き

員・喜連幹事に大変お世話になりました。御礼申し上げ
ます。昨年の７月に表敬訪問・その後にクラブ協議会・

ます。

ガバナー公式訪問と本日の４回訪問させていただきま

●喜連元昭幹事 稲田盛穂先生の見事な書に触れる事を

した。ガバナー補佐研修の頃から約２年間、この職務に

楽しみにしております。

全うさせていただきました。特にこちらのクラブにはＩ

●山崎会員 本年度最後の卓話講師の先生、稲田様あり

Ｍの動員数が一番良くご参加いただきました。また、い

がとうございます。よろしくお願いいたします。

つかどんな場所でお会いできるのかを楽しみに、体調を

●近藤会員・稲村会員 本日はお忙しいところ卓話を引

整えながら頑張ってロータリーを続けていきたいと思

き受けて下さいましてありがとうございます。これから

っています。もう少しで 70 歳になりますが、皆さんと

もよろしく御指導下さい。心打つお話しをじっくり聞か

共に奉仕の旅を続けていければと思っている次第です。

せていただきます。よろしくお願い致します。

来年も良い年が迎えられますように祈念いたします。

●三田会員･山崎会員･村上会員 6 月 13 日ゴルフ同好会、

幹事報告
喜連(元)幹事
●胸名札は次年度より新しくなりますので、本日は

クラブ会長杯が開催されました。優勝 三田幸子とても嬉

記念にお持ち帰りください。

しいです。準優勝 山崎義晴 3 位 村上隆秀

委員長報告

ニコニコ BOX 合計 17,000 累計 1,526,000 円

出席報告

●村上国際奉仕委員長 今年度はタイ国の小学校のト

喜連(紘)出席奨励委員

イレ改修 PJ を実施しました。最後になりましたが、災

６月１４日 在籍４７名中 出席３３名

害などが発生時のための卓上募金を皆様にお願いしま

前々回(5 月 31 日) 規定休会

閉会点鐘

す。（募金額：38,000 円）

内山会長
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会長退任の挨拶 内山健治
一言御礼の挨拶をさせていた
だきます。今の私の心境は、やっ
と終わったなと、ほっとしている
ところでございます。
昨年、国立ロータリークラブ第
48 代目の会長を拝命したのが、と
ても何年も前のように感じております。国立ロータリ

新旧会長幹事 バッジの交換・花束贈呈

ークラブ 48 年の歴史の中で数多くの会長の方が活躍

幹事退任の挨拶

され運営に携わってきたわけでございます。そういう

喜連元昭

中で本年度、私なりに会長としての責務を努めさせて

ようやく幹事の仕事に慣れてき

いただきました。試行錯誤の連続で皆様方には、大変

てさあこれからと思っているうち

なご迷惑をおかけしたと思っております。

に早くも任期満了となり些か寂し

年度のスタート前に、ＲＩの規定審議会で大幅な定款

い心境ですが、まずはともあれこ

変更があり、大変な船出になったなと思いましたが、

の一年間何とか幹事役を全うでき

こうして最終例会を迎えられましたのも喜連幹事、小

ましたことは会長をはじめ理事各

川副会長はじめ理事、委員長、会員の皆様、事務局の

位、委員長、委員のご支援のたまものと厚くお礼申し

間島さんの協力によるものと感謝をしているところで

上げます。

ございます。本当にありがとうございました。

当初幹事役をお引き受けするにあたり、私の一番苦

振り返りますと、ジョンＦ、ジャームＲＩ会長のテ

手とするサポート役が務まるのか、会長の足を引っ張

ーマ「人類に奉仕するロータリー」、大槻ガバナーの

ることになるのではないかと内心は心配しておりまし

テーマ「奉仕の哲学を実践しよう」を踏まえ、私はク

た。現に一回は引っ張ったよ、いや二回だという声も

ラブが一歩でも前に進むことを願い「行動しよう：前

あったようにも思いますが、あに図らんや会長の足は

進しよう」としました。

そんなやわなものではなくむしろ蹴り上げられて私の

会長方針に示しましたクラブ運営、
継続事業の充実、

方がサポートしていただいたくらいでした。むしろ先

見直し、新規事業の検討、また、クラブの目標につき

ほどは過分なお褒めの言葉を頂き恐縮しているところ

ましても、ほぼ達成出来たのかなと思っております。

です。改めて内山会長にお礼を申し上げます。

ＲＩの大幅な変更につきましても会員の皆様の意見を

また今年度は、定款変更に伴う規定審議会の開催な

頂きながら、
クラブの規定審議会において議論を重ね、

ど木島バスト会長にもご尽力いただきました。また、

木島委員長の尽力で細則をまとめることが出来ました。

微妙な判断を要する事例が突如発生するなど、内山年

宗村会員の突然の死亡には大変驚きましたし、人間の

度は決して順風満帆に進んだわけではありませんでし

何とあっけないことに、改めて思い知らされました。

たが、その都度内山会長の的確な判断や行動で乗りき

皆様ご存知のとおり、喜連幹事は大変良く気がつく

ることができました。

方でございます、いろいろな場面でフォローをしてい

ここに改めて皆様に感謝申し上げますとともに、次

ただき、改めて幹事には厚く御礼を申し上げたいと存

年度小澤、寺澤丸の洋々たる船出を祈念いたしたいと

じます。ありがとうございました。

思います。どうも有難うございました。

私自身にとりまして、この一年間大変いい経験をさ
せていただきました。大きく言えば私の人生の 1 ペー
ジであり、小さくいえばロータリークラブの会長を務
めただけと言えるでしょうが、今後の私の活動に少し
でも生かして参りたいと考えております。
ご列席の皆様に一年間の御礼を申し上げ、会長とし
ての挨拶とさせて頂きます。

出席 100％表彰 25 名の会員に記念品贈呈
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最終家族例会

懇親会

例会後の恒例の懇親会は、親睦委員長伊藤明さん
の司会で始まりました。食事は、フランス料理で、
お皿のフランス語もセンスよく、味も献立も大変好
評でした。
懇親会のメインイベントは、久保田智子さん（国
久保田智子さん（歌） 宇江明子さん(ピアノ伴奏)

立音大卒）の歌（マイフェアレデイより、ニューヨ
ークニューヨーク、大好き大嫌い・・）と宇江明子
さんのピアノ伴奏で、本格的なソプラノの歌声を聞
きました。その後、会員の歌自慢のカラオケが次か
ら次へと歌われました。内山会長の「さよならは五
つのひらがな」、村上さんの「さよなら横浜」、関
重寿さんの「夜汽車で北へ」、遠藤常臣さんの熊本
本格なまりの「みちのく一人旅」、次期幹事寺澤さ
んの「遠くで汽笛を聞きながら」、千葉さんの素敵
な沖縄の歌「海の声」でした。そして、最後に山口
さんの指揮で「手に手つないで」を全員輪になって、
合唱しました。親睦活動委員会の皆さま、御苦労様
でした。
ニコニコＢＯＸ

（会報委員：秋廣）
平川親睦活動委員

●内山会長 皆様のご協力により無事に最終例会を迎え

●荘原会員 内山会長・喜連幹事おつかれ様でした。ま

られました。一年間いろいろとありがとうございました。

た、ありがとうございました。親睦活動委員会の皆様、

本日の最終例会、最後まで楽しんで頂ければ幸いです。

御準備ありがとうございます。本日明るく楽しく過ごさ

●喜連元昭幹事 あっと言う間の１年間でしたが、皆様

せていただきます。

に支えられて何とか任期を全うすることが出来そうです。

●青少年奉仕委員会(長嶋会員・山崎会員・伊藤明会員・

感謝・感謝です。

関俊之会員) 内山会長・喜連幹事１年間お世話になりま

●小澤孝造会員 内山・喜連丸の無事の帰港お祝い申し

した。

上げます。又、本日の家族例会の設営、親睦さん御苦労

●社会奉仕委員会(杉田会員・稲村会員・秋山会員・関俊

様、楽しませて戴きます。

之会員・北島清高会員・鈴木会員・川向会員・本多会員・

●吉野会員 最終家族例会楽しみましょう。内山・喜連

平川会員) 会長・幹事一年間ご苦労様でした。今日の最

丸の無事帰航を祝して

終例会楽しませて頂きます。

●村上会員 内山・喜連丸の無事帰航、１年間お疲れ様

●出席奨励委員会(遠藤直孝会員・小川会員・喜連紘子会

でした。

員・佐伯会員) 内山会長・喜連幹事、１年間ごくろう様

●岡本貞雄会員 内山・喜連丸の無事の帰港を祝し、１

でした。会員の皆様のおかげで出席奨励委員会の仕事を

年間のご苦労に感謝いたします。

全うする事ができ心から感謝しております。本日の最終

●岡本正伸会員 内山会長・喜連幹事１年間御苦労様で

例会を楽しみにしています。親睦活動委員会の皆さんお

した。最終例会妻ともども楽しませて頂きます。言親睦

世話になります。

委員会・SAA 委員会の皆様最後の例会奉仕、
御苦労様です。

●SAA 委員会(本間会員・山口会員・青木会員・近藤会員・

●秋廣会員・遠藤常臣会員・小澤崇文会員 本日の最終

北島正典会員) 今日は待望の最終例会です。内山・喜連

家族例会、大いに楽しませて頂きます。親睦委員会の皆

丸の無事の帰港心よりお祝い申し上げます。微力ながら

様、御苦労様です。又、内山会長・喜連幹事一年間御苦

お手伝いできた事を誇りに思います。

労様でした。

●親睦活動委員会(伊藤明会員・岡田会員・秋山会員・長

●小澤谷守会員 内山会長・喜連幹事には一年間大変お

嶋会員・関俊之会員・北島清高会員・鈴木会員・川向会

つかれ様でした。

員・本多会員・三田会員・平川会員) 内山会長・喜連幹

●寺澤会員 内山・喜連丸の無事の帰港おめでとうござ

事、一年間お世話になりました。また、一年間大変お疲

います。次年度も無事に出港できる様頑張ります。

れ様でした。 ニコニコ BOX 合計 95,000 累計 1,621,000 円

●木島会員 内山会長、喜連幹事１年間ご苦労さまでし

出席報告

遠藤(直)出席奨励委員長

た。無事の最終例会おめでとうございます。今日は家内

６月２８日 在籍４７名中 出席４０名

ともども大いに楽しませていただきます。担当の皆様あ

前々回(6 月 14 日) の出席率 93.18%

閉会点鐘

りがとうございます。
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内山会長

