
 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 

・我がクラブの原点回帰 ・25周年を感謝の気持ちで

迎えよう ・地域に密着したクラブ創り 

 
国際ロータリー第 2750地区 多摩中グループ 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 
 

週 報 
第１０７８回 例会報告 

 2017, 6, 19 

 

 

 

 

司会：影 山 昭 夫 会員 

    

 

【開会点鍾】 

赤 木 建 治 会長 

 

 

【ロータリーソング】 

 ソングリーダー： 

田 中 良 人 会員 

  ロータリーソング 

     『我等の生業』 

  

 

【会長の時間】  

  赤 木 建 治  会長 

皆さん今日は。 

いよいよ、来週は 最終例会になります。会長の時

間も最後になりました。これまで、お付き合い頂

き誠に有難うございました。本日は、ある地区研

修委員会がまとめた、ロータリーにおける平等・

対等の理念のお話を紹介させて頂きます。福沢諭

吉の言葉に、『神は、人の上に人を作らず、人の

下に人を作らず』という言葉があります。それと

同じように、ロータリーでもロータリアンの上に

ロータリアンを作らず、ロータリアンの下にロー

タリアンを作らず、と言うことが言えるのではな

いかと思います。 

ロータリアンの世界は、完全に平等・対等の世界

です。したがって、クラブ会長と一般会員との関

係も平等・対等、です。 会長と幹事の関係も、

クラブ理事と一般会員との関係も全て平等・対等

です。昨日入会した新入会員と２５年在籍のパス

ト会長の関係も平等・対等です。 

では、会長・幹事と 地区ガバナーとはどのような

関係にあるかと言いうと、会長・幹事は、ロータ

リークラブという自治団体の代表者であり、ガバ

ナーは、国際ロータリーという自治団体の代表者

ですから、お互いに平等・対等です。国際ロータ

リーの方が ロータリークラブより地位が高いの

ではありません。したがって、ガバナーの方が会

長・幹事より偉いのでもありません。ある地方に

行きますと、ガバナーを天皇陛下のように思って

いる人がいますが、とんでもない間違いだと言っ

ています。では、国際ロータリーの役員である地

区ガバナーと一般会員とは、どのような関係にあ

るのかといいますと、直接的には何らの関係もあ

りません。国際ロータリーの会員は、全世界のロ

ータリークラブであって、個々のロータリアンの

一般会員は、国際ロータリーの会員ではないから

です。強いてどのような関係にあるかと言えば、

ガバナーも 一般会員もロータリアンとして平

等・対等で、この理は、国際ロータリーの会長と

一般会員との関係でも同じです。全て平等対等で

す。また、ガバナーと地区委員との関係、地区委

員と一般会員との関係も全て平等・対等です。こ

のように、全てのロータリアンは、平等、対等で

すが、ただ一つ注意すべきことは『親しき仲にも

礼儀あり』年長者に対する礼を逸しはてはなりま

せん。 

ロータリーの世界は、完全平等対等の横型社会で

あって、いささかなりとも 縦型思考が入ってはな

らない世界なのです。しかしながら、最終例会前

の本日の例会で、ロータリアン対等の理念を話さ

なくても、当クラブでは前々から、『みんな一国

一城のあるじなんだから、』と、誰彼、差別せず

みんな対等な立場で行動するようにと、たくさん

の人生教訓を常日頃から説いて頂いた10代パスト

会長でしたが、最近はその説法が少なくなったよ

うな気がいたします。今後共、これまでのように、

人間味あふれる叱咤激励をお願い申し上げまして

会長の時間を終わります。が、本日はもう一つ報

告残念な報告をさせて頂きます。影山会員と横山

会員が今年度をもちまして退会されます。長い間

誠に有難うございました。今後は当クラブの会友

になられます。 

例会、奉仕活動、事業において何時でもご来訪歓

迎申し上げます。後、今年度の委員会活動報告と

合わせご挨拶を戴きたいと思いますので宜しくお

願い致します。 



【幹事報告】 

 

 松 田 博  幹事 

 

 6月 15日第 42回ＭＫＲ親睦ゴルフ大会 

6月 18日第 13回地区青少年交換委員会 

6月 18日地区青少年交換プログラム来日生修了

式及び派遣生激励会 

6月 19日ガバナー補佐表敬訪問 

（井の頭ＲＣ） 

 

【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

 小 柳 洋 次 委員 

  会員数 ４０名 免除 ４名  

有効会員数    ３６名 

  出席者      ２９名 

  メークアップ済  ３名 

       計 ３２名 出席率８９％ 

  前々回（６月５日）８６→９１％へ訂正 

 

 

【次年度幹事からの報告】 

  角 田 桂 司 次年度幹事 

 水ロケットのポスターを置いて 

おきますので、会社等に張ってい 

ただける方はお持ちください。 

 

【親睦活動委員会】 

 櫻 井 健 生 委員長 

 6月 26日月曜日、立川グラン 

ドホテルで最終例会を行います。 

会員配偶者、まだまだ歓迎いたします。本日中に

申し込みお願いします。会費 3000円、会員の配偶

者は無料です。 

 

 【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  

  浅 川 直 行 委員  

 

〇赤 木 建 治 会長、松 田 博  幹事 

 本日第２回目の委員会委員長発表、宜しくお願

い致します。一年間ご苦労様でした。 

〇横山健二郎 会員（ＭＫＲ会長） 

 ４２回ＭＫＲ会で会長でありながら２回連続優

勝。会員の皆様にご迷惑をかけるのに申し訳なく

思っております。これからのＭＫＲ会のますます

の盛り上がりを願っています。 

〇佐藤喜義会員 

 世界大会に行って来ました。たくさんの人々と

の出会い、交流を経験し大変有意義な時間を得ま

した。今後の活動の力になると思います。それに

しても米国の食事は今一でした。食べたい物がな

い！日本でいいなーと再認識です。 

〇小柳洋次会員 

 遠藤委員長、１年間のご指導ありがとうご

ざいました。ニコニコします。 

〇尾崎幸信会員 

 税務調査が無事に終了しましたので、ニコニコ

致します。 

〇廣瀬可世子会員 

 クラブ管理運営委員長として１年無事過ごせた

のでニコニコします。皆様のおかげです、ありが

とう。 

〇金澤昇会員 

 ＭＫＲで初めてベスグロを頂きました。ドラコ

ンも頂きました。 

〇櫻井健生会員 

 あと少しなので、ニコニコします！ 

〇影山昭夫会員 

 私は、今年一杯で退会させて頂く事と致してお

ります。この間、２０周年記念、２５周年記念と

ビックイベントも経験し、約８年間、大変楽しい

時を共有させて頂きました。大変お世話になり、

ありがとうの気持ちでニコニコします。 

〇横山健二郎会員 

 ２５年間いろいろ楽しかった事、大変だったこ

とが走馬燈のように思い出されます。我慢するこ

とと奉仕することを教わりました。多くの方々と

知り合い私の人生で重要な時を過ごさせて頂きあ

りがとうございました。これからはＲＣの奉仕の

与えること愛することの思いを妻に対して向けた

いと思います。武蔵国分寺ＲＣの益々の発展を願

っています。街で会ったら笑顔で宜しくお願いし

ます。長い間お世話になりありがとうございまし

た。 

  

 

 

 



 

【クラブ協議会】 

松田博幹事 

 

＜委員会事業報告＞ 

 

〇クラブ管理運営委員会 

廣瀬可世子 委員長 

角田桂司 副委員長 

 

＊会場監督委員会  

輿水香 委員長 

  司会、ソングリーダー、お客様対応、 

  出席の確認、夜間例会など 

 

＊親睦委員会  

櫻井健生 委員長 

  納涼例会、親睦旅行、家族忘年例会、 

  観桜例会、新人歓迎会、親子合同例会 

 

＊プログラム委員会  

本多幸雄 副委員長 

  25周年準備など、卓話 

 

＊出席委員会  

遠藤美智子 委員長 

  出席率向上など 

 

 

 

 

 

 

 

〇会員組織委員会 

  小林康久 委員長 

 

 

 ＊会員維持増強委員会  

影山昭夫 委員長 

 

 ＊会員選考職業分類委員会  

水島至 委員長 

 

 ＊ロータリー情報委員会  

横道哲夫委 員長 

 

〇ロータリー財団員会  

瀬野ちどり 委員 

  

〇米山記念奨学委員会  

水島至 副委員長 

 

〇地区出向 

地区補助金委員会 本多幸雄委員 

 

〇国分寺まつり、社会福祉協議会など 

 

 

【閉会点鍾】赤 木  建 治 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長：赤木建治  幹事：松田 博 

クラブ広報・会報委員会 委員長：佐藤喜義  副委員長：影山昭夫 委員：村谷晃司 

例会場 国分寺市本町３－１１－１２ 多摩信用金庫 国分寺支店３階 

事務局 国分寺市南町３-２０-３ 国分寺ターミナルビル９Ｆ 

 


