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司会： 

   河 西  正 徳 SAA 委員 

    

 

【開会点鍾】 

廣 瀬  可世子 会長 

 

 

【ロータリーソング】 

 ソングリーダー： 

遠 藤  美智子 会員 

  ロータリーソング『四つのテスト』 

 

【お客様紹介】 

  廣 瀬 可世子 会長 

  

＊岩田 敏雄 様（東京小平 RC） 

   

【会長の時間】  

 廣 瀬 可世子 会長 

 だいぶ時間が経ってしまったので 

すが、第 1080 回の例会終了後「クラ 

ブテーマ」と「クラブ目標」についてのご質問が

ありましたので、ご説明させて頂きます。 

 今年度の「温故・知新」についてご説明させて

頂きます。 

皆様がよくご存じの 4 文字熟語の「温故知新」を

2文字ずつの造語と致しております。即ち「温故」

古きを訪ねることと「知新」新しきを知るという

それぞれの意味です。「温故」については、新しい

メンバーにチャーターメンバー、長く在籍してお

られるメンバーの思いを知っていただく。「知新」

は新しいメンバーと新入会員との交流で新しきを

知るという事です。今日の卓話は、チャーターメ 

ンバーの思いを存分にお話して頂く良い機会だと 

 

思います。 

我がクラブが連綿と続くためには相互理解と会員

増強が必須と考え「温故・知新」と致しました。

相互理解することで得られる物は無限にあると思

います。それが会の活性化に繋がると確信してい

ます。 

 今年度の増強は 5 人が目標です。目標は高くも

った方が良いと思いこの人数にしました。予算も

5 人増強ですので、皆様のご協力宜しくお願い致

します。 

 クラブ目標の中に「既成概念にとらわれず各委

員会の新しい提案を取り入れ、改革を行います」

とあります。「既成概念にとらわれず」についてご

懸念があったかもしれませんが、決して会則、規

定を軽んずるのでは無く忌憚の無くコミュ二ケー

ションが取れるような会も開催して行きたいと思

いです。今回の親睦活動委員会の「各月の誕生会」

など、まさしくそれを実践して頂いております。 

今後とも皆様の温かいご支援ご協力宜しくお願い

致します。 

 

 

【幹事報告】  

  角 田 桂 司 幹事 

8月 28日第三回理事会 

  

＊理事会での決議事項等 

  7月会計報告承認の件 

  10月プログラム承認の件 

  指名委員会発足承認の件 

  ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ購入承認の件 

  クラブジャンパー購入承認の件 

 ＊9月 4日（月）は納涼例会です 

  夜間例会 屋形船「船清」 

 ＊9月 11日（日）の卓話は村谷晃司会員 

「過払い金の話」です。 



【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

 小 川  義 幸 出席委員長 

  会員数 ３８名 免除 ８名  

有効会員数     ３０名 

  出席者       １９名 

  メークアップ済    ２名 

       計 ２１名 出席率７０％ 

  前々回（８月７日）７９→９１％へ訂正 

 

 

【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  

  伊 藤 文 昭 会員  

 

〇廣 瀬 可世子 会長、角 田 桂 司 幹事 

 本日は、縄会員、小川会員の卓話楽しみにして

います。宜しくお願い致します。 

〇小 泉 市 郎 会員 

 先日の 19 日～21 日青少年交換委員会でサマー

キャンプ富士山登山に行って参りました。富士

山、若いつもりでいましたが、本当にきつかっ

たです。総勢 41 名でしたが、無事に帰って来る

ことが出来ニコニコします。 

 

〈ニコニコ大賞〉 

 小泉 市郎 会員 

 

 

【卓話】 

 講師紹介  

  輿水 香  プログラム委員長 

  温故・知新のテーマの「温故」 

  の部分、に沿って、チャーターメンバーの方 

    にお願いしています。 

 

 ・小 川  義 幸 会員 

  現在の会員にチャーターメンバーは 

  5名おります。 

  私はロータリーのロの字も知りませんでした 

 が、 武蔵国分寺ロータリークラブに入りました。 

  当クラブのチャーターメンバーとなり、現在 

 まで、パスト会長は 26名になります。そのうち   

 死亡 10名亡くなっていますが、歴代パスト会長 

 を振り返ってみます。 

初代会長は窪田規さん、幹事は縄康雄さん。チャ

ーターナイトを帝国ホテルで行いました。700 名

以上、よく集まったなと思います。 

2 代目は五味薫さん、幹事は星野信夫さん。幹事

はいつも会長の代行をしていました。 

3代目清水清二さん、幹事新宮英幸さん。 

4 代目は、既に亡くなっている田中建治会長。幹

事は横道哲夫会員。 

5 代目は、尾崎利介会長、幹事は浅見正さん。チ

ャリティーゴルフを行い、福島への贈呈を行いま

した。 

6 代目は、後藤公男会長、芝端秀三幹事。大立ち

回りをしたり、個性的な方でした。 

7 代目は、小川義幸、鈴木義明幹事。国際奉仕な

どいろいろ助けてもらいました。地区大会はグア

ム、世界大会はバンコクでした。フィリピンへも

行きました。 

8 代目は、矢野守さん（矢野会員のお父様）が会

長、福岡民芳幹事。 

9代目が新宮英幸さん、金澤昇幹事。 

10代目、縄康雄会長、尾崎幸信幹事。 

11代目、島野敏明会長、岸進幹事。会費を 5万円

下げました。箱根の旅行へ行き芝居もやりました。

新入会員はフラダンスをやりました。 

12代目、田中光生（税理士）会長、瀧本潤、岸進

幹事。 

13代目、川森憲一会長、田畑哲郎幹事。 

14代目、浅見正会長、井口敏之幹事。 

15代目、横道哲夫会長、込山雄茂幹事。西国分寺

の壁画を作りました。 

16代目、金澤昇会長、田中良人幹事。引き続き西

国分寺の壁画を作りました。 

17代目、伊藤亜細亜会長、赤木建治幹事。 

18代目、横山健二郎会長、中垣範保幹事。 

19代目、鈴木義明会長、櫻井健生幹事。 

20代目、尾崎幸信会長、本多幸雄幹事。  

21年目、井口敏之会長、渡邊博孝幹事。 

22代目、田中良人会長、瀬野ちどり幹事。 

23代目、中垣範保会長、水島至幹事。 

24代目、小林康久会長、高良茂幹事。 

25代目、赤木建治会長、松田博幹事。 

以上、綿々と続いています。毎週会うという会は

他にはありません。良い仲間になれると思いま

す。 

 



 ・縄 康雄  会員 

 会長をはじめ、クラブにはいろいろな 

 役員があります。なかなか役を受けて 

 もらうのは大変ですが、それを乗り越 

 えてきています。単純に二つ返事で決まってき

ているわけではありません。新しいメンバーが、

これからどうしたいかを話せるような会になれ

ばよいと思います。 

認証式の前の話をすると長くなりますが、当

時は七転八倒していました。 

  現在は会員の増強が言われてますが、地区と

のつながりが増えると費用もかかりますし、や

はり一定の規模は必要です。 

  一度、危機感を持たないとなかなか大変だと

おもいます。ただし、単に会員増強というので

はなく、例会に出たら楽しいということを考え

ることが大事で、そうすれば会員増強につなが

ってくると思います。 

  50人程度は必要で実働は 6割くらいとなると、

地区にも出やすくなるとおもいます。 

  横道さんが話す予定でしたが、会員増強につ

いて気にしていました。「ロータリーの友」の 8月

号に、「三本の矢でロータリーの魅力を」という記

事が載っていました。是非読んでみていただきた

いと思います。 

 一時は 100 人を超える規模だったが、42人程度

まで減少し、その時に危機感を持って一人が一人

の紹介をし、増強にも会員が積極的に活動し、3

年後には倍増したそうです。 

 新宮さんというロータリーのことは何でも知っ

ている人がいましたが、稲森和夫という人柄人格

も優れた方の言葉を紹介されたことがありました。

良い話を聞いても、本人がその気にならなければ

いけないということを説いていました。ちなみに

私の座右の銘は、義理と人情、今はこれに加えて、

やせ我慢です。 

 皆さんの行動を応援していきたいと思います。 

 今日は横道さんの話の予定でしたが、私は断れ

ず臨みましたが、昨夜から、緊張して望みました。

増強もあせらずやらないと、なかなか縁ができま

せん。 

 これからの皆さんの活躍に期待します。 

    

【謝辞】 

  廣 瀬 可世子 会長 

   

 

 

【閉会点鍾】廣 瀬 可世子 会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長：廣瀬可世子  幹事：角田桂司 

クラブ広報・会報委員会 委員長：村谷晃司  副委員長：保坂光彦 委員：尾崎幸信 

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 

 


