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第2371回例会報告

日　　時：平成 30年７月 11日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　北島正典副委員長
開会点鐘　　　　 　　　　   　  　　　　喜連元昭会長
斉　　唱：ロータリーソング「奉仕の理想」
お客様の紹介　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
清水淳一様　   東京立川ＲＣ会長
平井洋孝様　　　   〃　　　幹事　
岩﨑 太郎様　  東京立川こぶしＲＣ会長　
大野 芳裕様　　  　〃　　　　　　幹事　
鏑木孝和様　　東京武蔵国分寺ＲＣ　
織原寛一郎様　東京立川ＲＣ　
酒井強志様　　東京三鷹ＲＣ　
安藤久枝　様　東京井の頭ＲＣ　
東　一良様　　東京国立白うめＲＣ　
ご挨拶 　東京立川ＲＣ清水会長・平井幹事
　喜連会長・小澤幹事に
おかれましては、立川RC
にご訪問頂き誠にありが
とうございました。今年
度創立５０周年を迎えら
れると聞いております。
おめでとうございます。親クラブと致しまして多くのメ
ンバーでお祝いに駆け付ける所存でございます。挨拶は
短めにと先輩から強く聞かされてきました。今後共、両
クラブの更なる友情が深まる事を願い、貴重なお時間を
頂戴した事に感謝しまして挨拶といたします。

ご挨拶 　東京立川こぶしRC岩﨑会長・太田幹事
  皆様には、日頃から大変
お世話になっております。
喜連会長・小澤幹事には、
多摩中グループ協議会を
はじめ、様々な研修で６ヶ
月間一緒に勉強させてい
ただき、時には会長としての心得もご指導いただきまし
た。きょうは敬意を表しまして訪問させていただきまし
た。50周年には当クラブからも大挙して出かけたいと
思います。
ご挨拶 　喜連会長の同期幹事の方々

鏑木孝和様 ( 東京武蔵国分寺RC) 織原寛一郎様 ( 東京立

▲ 7 月 8日に交換来日生のインさんが帰国されました。
　　　　　　　　　別れを惜しむホストファミリーのみなさん。



川RC) 酒井強志様 (東京三鷹RC) 安藤久枝様 (東京井の
頭RC) 東一良様 (東京国立白うめRC)
　2016-17 年度の幹事会同期として激励に参りました。
50周年とのことで大変な年になるかと思いますけれど、
我々も協力をさせていただきますので、どうぞよろしく
お願いいたします。頑張ってください。
会長挨拶　　　　　　　　　　　　 　　  喜連元昭会長
　私も立川RC・昭島中央RC・国立白うめRCに挨拶に
伺わせていただきました。各クラブともに今年の計画を
しっかりと立てておやりになることがよく解りました。
当クラブも、昨年度の村上ガバナー補佐・山崎グループ
幹事を輩出したクラブとして、これからしっかりとやっ
ていきたいと改めて思う次第です。
　早くも西日本に集中豪雨が発生しました。私も広島出
身で、知り合いのロータリアンに話しを聞きました。被
害の無い所でも叩きつけるような雨だったそうです。国
立市では駅前の街頭で募金活動を行うそうです。是非ご
協力ください。また、国立白うめ RC藤波会員から、｢
まとび｣ では当クラブの杉田会員・岡田会員に協力をし
ていただき大変ありがたいとお話しがありました。
　ポリオ撲滅とか国際的にも・国内にも色々な事が起こ
ると思います。大変忙しい年になりますが皆様と一緒に
これから活動していきたいと思いますので、どうかよろ
しくお願いいたします。
幹事報告      　　 　　　　　　　　　　   小澤崇文幹事
● 7月のロータリーレートは１ドル１１０円です。
●今年度の上期年会費等のお振込の案内をメールボック
スに配布いたしました、７月末までのお振込をお願いい
たします。
●地区　米山奨学委員長セミナー
　日時　7月 9日 ( 月 )　14時 30分
　場所　ハイアットリージェンシー東京
　出席　北島 (正 ) 米山奨学委員長
●地区 第 1回クラブ会長・幹事会
　日時　7月 17日 ( 火 )　15時 30分
　場所　ハイアットリージェンシー東京
　出席　喜連元昭会長・小澤崇文幹事
●ＤＧ承認クラブ対象 資金管理実務講習会
　日時　7月 18日 ( 水 )　15時
　場所　ハイアットリージェンシー東京
　出席　小澤崇文幹事
●第 7回多摩中グループ協議会
　日時　7月 30日 ( 月 )　18時
　場所　三鷹　チャイニーズガーデン桃亭
　出席　喜連元昭会長・小澤崇文幹事
●その他の案内は掲示板に掲示してあります。
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委員長報告 
●小澤 ( 谷 ) 前会長　青少年交換来日生のインさんが 8
日タイに帰国をされました。カウンセラー・ホストファ
ミリーの皆様には、大変お世話になりました。ありがと
うございました。
●時田 50周年企画委員会　例会後に企画委員会を開催
いたします。委員の方は出席をお願いいたします。
クラブフォーラム　　　　　　　　  
理事会報告　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
● 2018-19 年度の期首会員数 48名です。
●年会費　上期は 135,000 円。R 財団 100 ﾄﾞﾙ寄付
11,000 円です。
●出席免除願い　荘原健会員・伊藤一彦会員の 2名。
　期間は 1年間です。
●国際奉仕委員会が｢カンボジア教師育成支援｣プロジェ
クトに参加承認いたします。昨年度まで行っていたサラ
ブリの PJ の継続に関しては、関係各所に確認の上、検
討いたします。
●国立市 ｢社会を明るくする運動｣ 協賛のお願いがあり
ましたので、1万円を支出いたします。
●国立市観光まちづくり協会の会費　今年度分の会費 2
万円を支出いたします。
●社会福祉協議会 ｢共同募金会国立地区協力会理事の選
出｣ 依頼　継続して小川会員にお願いをいたします。
●事務局のパソコンの購入について　ウインドウズ 7か
ら 10に変更するために購入いたします。
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　　二階堂親睦活動委員
●清水淳一様・平井洋孝様（東京立川RC）　喜連会長・
小澤幹事、一年間宜しくお願い致します。貴クラブ並び
に会員の皆様の益々のご発展とご健勝をお祈り申し上げ
ます。
●岩﨑太郎様・大野芳祐様（東京立川こぶしRC）　喜連
会長・小澤幹事の一年間の順調なクラブ運営を祈念いた
しましてニコニコさせて頂きます。
● 2016-17 同期幹事一同より（鏑木孝和様：東京武蔵
国分寺RC、織原寛一郎様：東京立川RC、酒井強志様：
東京三鷹RC、安藤久枝様：東京井の頭RC、東一良様：
東京国立白うめ RC）　喜連会長の船出をお祝い致しま
す。素晴らしい一年になります事を祈念致します。
●喜連元昭会長　東京立川 RC清水会長・平井幹事様、
東京立川こぶしRC岩﨑会長・大野幹事様、本日のご来
幸有難うございます。
●喜連元昭会長　2016-17 年度の同期幹事であられる
東京武蔵国分寺・鏑木様、東京立川・織原様、東京三鷹・
酒井様、東京井の頭・安藤様、東京国立白うめ・東一良様、
その節は大変お世話になりました。これからもよろしく
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お願いします。
●小澤崇文幹事　東京立川RC清水会長、平井幹事、東
京立川こぶしRC岩﨑会長、大野幹事、喜連会長の同期
幹事の鏑木様、織原様、酒井様、安藤様、東様、猛暑の
中御来訪ありがとうございます。歓迎いたします。
●小澤孝造会員　立川RC・立川こぶしRCの夫々の会長・
幹事さんの御来訪を歓迎致します。
●内山会員　喜連会長が幹事を務めた時の同期幹事の鏑
木様、織原様、酒井様、安藤様、東様ようこそ激励に来
て頂きました。ありがとうございます。私が会長を務め
た時にはお世話になりました。
●村上会員　本日は、立川RC清水会長、平井幹事、
立川こぶしRC岩﨑会長、大野幹事、喜連会長の同期幹
事の皆様、暑いところご来会歓迎致します。
●山崎会員　立川RC清水会長、平井幹事、東京立川こ
ぶし RC岩﨑会長、大野幹事、2016-17 年度の同期幹
事の皆様のご来訪歓迎致します。
●遠藤常臣会員　立川RC会長清水様、幹事平井様、
立川こぶしRC会長岩﨑様、幹事大野様の御来訪歓迎致
します。又、中屋農園のトウモロコシ昨日完売致しまし
た。大変御世話になりました。来年も宜しくお願い致し
ます。
●喜連紘子会員　東京立川RC清水会長・平井幹事、東
京立川こぶしRC岩﨑会長・大野幹事、同期幹事の皆様、

理事・委員長就任挨拶

暑い中お越し頂き有難うございます。
●鈴木会員　先週お米をお持ちにならなかった方は、今
日のお帰りにお渡ししますので声をかけて下さい。宜し
くお願いします。
＊ニコニコBOX合計 57,000 円　累計 187,000 円
出席報告　　　　　 　　   　　　　　木島出席奨励委員
　 　７月 11日　在籍 48名中　出席 33名  
　　 前々回 (6 月２7日 )　規定休会　　　 　  
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　  　　　   喜連元昭会長
　　　　　　　　　　　　

■副会長　　　　　　　　　　　　　　　　　内山健治
　昨年暮れに喜連会長から副会
長のお願いをされました。一昨
年、私が会長の時に幹事を受け
ていただきましたので、御礼の
意味も込めて喜んでお受けする
ことにいたしました。会長が欠
席の時には、副会長としてしっかりとフォローしていき
たいと思っています。
　今年は創立 50 周年という大事な事業がございます。
私も喜連会長にアドバイスができるように、しっかり勉
強しながらフォローしていきたいと感じています。1年
間よろしくお願いいたします。

●到着してから花王の歴史のビデオを、見せて
いただいたあと実際に工場内を見学する流れで
す。ガラス越しだけの見学ではなく実際に工場
内に入り目の前で機会が洗剤を箱詰めしている
様子を見れたり大きな倉庫からエレベーターの
ような機械が荷物を取り出して出荷していく様
子が見れて大人でも大興奮するような面白い内
容でした。子供も楽しめる洗剤の漂白実験もあ
り、白い布にボールペンで字を書き込み花王の
洗剤を使って落ちるか試すようなこともしてい
ました。界面活性剤の説明もあり子供の夏休み
の宿題にもぴったりだと思いました。柔軟剤の
お土産も頂けて大変満足の工場見学でした。

●川崎競馬場バーベキュー広場は、川崎市にある川崎競馬内馬場に
ある、大型スクリーンで競馬観戦も楽しめる、新感覚のバーベキュー
広場です。
競馬というと、ギャンブルのイメージが先行してしまいがちですが、
競走馬（サラブレッド）の美しさ、そして競走馬の走る音、レース
の迫力。
競馬とは他のスポーツと同様、レースを見て感動したり、レースに
勝利するまでの、騎手と馬の日々の努力の結晶を見れる場所でもあ
ると思います。
ぜひ、人と馬が生み出す感動を体験してみてくださいね。　
芝生に寝転んで青い空の下でのんびりと過ごす方、ドリームビジョ
ン（大型スクリーン）でレースを見守る競馬ファンの方など様々です。
お子様用の遊具も充実していて、そこは小さな公園のよう。可愛い
馬のアスレチックや、本格的なターザンロープなど、お子様が楽し
める遊具の数々。競馬場＝ギャンブルのイメージは、もうありません。　

＊花王川崎工場見学
＊川崎競馬場+バーベキュー

☟直前に迫った納涼家
族例会に期待していた
だけるように、ネット
に載っていた体験記事
を掲載します。
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プロフィール
【生年月日】 1952年5月10日生
【学　　歴】 1975年3月 上智大学 英文学科卒業
【職　　歴】
1987年4月 社団法人国際日本語普及協会　教師

2010年より理事に就任、現在に至る
1994年4月 米山化学株式会社に入社
1995年4月 学習院大学 文学部日本語日本文学科　非常勤講師

英国マンチェスター大学・シンガポール大学等海外に於け
る日本語教育セミナー講師　朝日カルチャーセンター講師

1999年4月 米山化学株式会社 代表取締役社長に就任、現在に至る
【ロータリー歴】
2000年12月 東京広尾ロータリークラブ入会（チャーターメンバー）

2004ｰ05年度 クラブ幹事　　
2006ｰ07年度 クラブ会長　　
2008ｰ09年度 地区ロータリー財団補助金委員長
2009ｰ10年度 クラブ創立10周年記念実行委員長 地区補助金委員長
2010ｰ11年度 地区幹事
2011ｰ12年度 ガバナー補佐（山の手東グループ）
2012ｰ13年度 地区研修リーダー補佐
2015ｰ16年度 地区研修リーダー補佐
2016ｰ17年度 地区研修リーダー補佐

ロータリー財団 メジャードナー　ポール・ハリス・ソサエティメンバー
ポール・ハリス・フェロー（マルチプル）　ベネファクター

米山功労者 第3回マルチプル

インスピレーションになれるロータリークラブに！！
　2018-19年度バリー・ラシンRI
会長は、年度のテーマを「インス
ピレーションになろう」と発表さ
れました。変化を生み出すために
もっと何かをしよう、力を発揮し
ようという意欲を相手の心に起こ
させる存在になること、それがイ
ンスピレーションになることだと
説明されました。そして、より良
い世界を作りたいなら、プロジェ

クト計画や任務の割り振りより先に、インスピレー
ション（それを実現したいという意欲を高めること）か
ら始めてくださいと語られました。
　では、どうしたらインスピレーションになれるので
しょうか？「頑張って力を発揮しなさい」と説いても、
なかなか相手の気持ちには届きません。でも、もし
困っている人たちを救おうと一生懸命に活動している
人たちの姿を目の当たりにしたらどうでしょうか？自
分も何かできることをしなければ！という思いに駆ら
れるのではないでしょうか。それこそがインスピレー
ションなのでしょう。他者へのインスピレーションに
なるためには、時には自らの行動を持って示さなけれ
ばなりません。時には自分の言葉で感動を語らなけれ
ばならないのです。
　ロータリーでは最近「変化」という言葉をよく耳にし
ます。一つはロータリークラブ自体の変化が言われて
います。もう一つは奉仕活動により、世界をより住み

やすい場所にするための持続可能な良い変化です。今、
ロータリークラブに与えられた課題は、それぞれのク
ラブが5年後、10年後にも生き生きと元気であるため
に、今から自分たちのクラブが何をしていく必要があ
るのかを考え、それを実行していくことです。同時に
世界をより良い場所にしていくために行動することで
す。この二つの旋風が2750地区中に巻き起ったらどん
なに素晴らしいことでしょう。
　そのためには、会員とクラブが、クラブと地区が、
地区とRIが、いつもつながっていなければなりませ
ん。2018-19年度の地区運営は、地区内の「つながり」
を大切にしていきます。その環境作りとして、ホーム
ページのアプリケーション化や地区情報誌「ガバナー月
信特別号」の発行、会員のみなさんが交流できる機会を
増やす等を実行していきますので、どうぞ十分に活用
なさってください。つながってこそ、お互いにインス
パイアー（よい影響を与える、やる気を起こさせる）し
合えて、ロータリーとして一つの大きな力になれるの
です。みなさんの力をつないで、あと一歩まで来たポ
リオ撲滅を実現しましょう。地域社会、国際社会に良
い変化を生み出す奉仕活動を行っていきましょう。又、
ラシン会長の方針の一つであるロータリーデーを開催
し、ロータリーの外へ向けてもインスピレーションを
広げていきましょう。
　地区内のロータリークラブが、それぞれ良いインス
ピレーションとなって、地域を、世界をより良い場所
に変えてください。


