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武田　茂　会長

第25９6回　2017年7月4日（火）

司　　会／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「君が代」「四つのテスト」

ゲ ス　ト／米山奨学生　グエン タン タム君

ビジター／大和田園ＲＣ　河西　正彦様

会長の時間

幹事報告

・会費納入お願い致します。

・７月のロータリーレート１１１円です。

・出席免除を申請される方は事務局

までご連絡下さい。

【ポスティング】・次第　・週報　・クラ

ブ活動計画書　・会員名簿２冊　・ロ

ータリーの友

【回覧】・アムダ寄付について　・the rotarian 

皆さんこんにちは。２０１７－

１８年度の第１回目の例会に際

しましてご挨拶を申し上げま

す。本日の例会を迎えるにあ

たり、多くの会員諸兄のご支

援、ご協力がありました。本当

にありがとうございました。

私は第５７代の会長を仰せ

つかりました武田茂と申します。１年間どうぞ宜しくお願いしま

す。ここで一つ小話をお聞き下さい。

『はい！　もしもし武田です。えー！！ 　私が次年度の会長で

すか？』私は６８年生きてきて給料を支払ったこともなければ、

給料をいただいたこともありません。又、命令したこともありませ

んし、命令されたこともありません。忖度ぐらいはありますが！！

こんな世間からずれている私に会長が勤まりますか？　

我が人生で「長」と名が付く役目で勤めたことがあるのは中学、

高校、大学でのテニス部部長だけです。まして、現状は父親

が自宅から毎日のように逃亡するので、家内が家に居るときで

ないと外出も儘なりません。冬でも夏でもアトリエのドアを開け

て父親が出ていくのを見極めなくてはなりません。毎日すぐに

出られるように準備をしています。

森川　良三　幹事

戸張ソングリーダー

武田会長の初点鐘

出席報告　籾山委員

改めまして１７年～１８年度の会長を務めさせていただき

ます武田です。１年間よろしくお願い申しあげます。

今年度は特にRCとして大きなイベントがあるわけでは

ないので、お気楽に運営できればと思います。又、幹事も

会長に輪をかけたような不適合者で、会長が幹事の面倒

を見ております。（森川幹事は、とても年商５億の会社を経

営してると思えませんが）どうしようもない会長と幹事で

すので、おそらく大和ＲＣ始まって以来、最低の年度にな

ろうかと思います。

そう言った意味で皆さんにとって忘れられない思い出

に残る年度になるのではないかと思います。是非是非皆

様のお力をお借りして、無事乗り切りたいと考えています。

よろしくお願いいたします。

さて、本年度の方針ですが…各奉仕活動については、

やって当たり前の事、継続しなければならないことはしっ

かりやっていくつもりです。

特に親睦に力を入れようと思っています。親睦委員長

は気配りの戸張さんにお願いしました

「年度の初めにあたり」

武田会長　挨拶

森川幹事

大和ロータリー発足以

来、女性の親睦委員長は

初めてでこざいます。皆様

も初めての経験が出来る

と思います。例会の数は年

間42回と決めさせていた

だきました。が、夜間例会

を年に３、４回ほど行いま

す。しかも同伴です。本当

の同伴はいけませんが、奥

様、社員、子供、友人etcで

す。ＲＩテーマでもあります、増強のことを踏まえ、多くの人

にＲＣを理解してもらい、一人でもメンバーにつなげるよう

な夜間例会にしたいと考えています。そして各委員会の行

事、イベントは全員参加としたいと考えます。メンバーの協

力無しでは何も始まりません。どうぞ皆様1年間よろしくお

願い致します。後は幹事にお任せいたします。ご静聴ありが

とうございました。

　　こんにちは、先ほど会長から「口から産まれた幹事」と揶

揄されましたが、立派に〇〇〇から「産まれてきた」森川

良三です。（笑）１年間どうぞ宜しくお願いします。

　　私は、２つのクセ（特徴）があります。一つはパソコンが全

く出来ないこと。そしてもう一つは、方向音痴であるという

ことです。そんな私が幹事職を全うするには、皆さんのご

協力なくしては出来ませんので、１年間どうぞお力添えを

お願いします。（拍手）

　　私の考えていることは、クラブ活動計画書に書き記して

いますが、少しお話させていただきます。ロータリーを始め

組織というのは、コンプライアンスは当然の事として、それ

に加えて普遍的原則や古来よりある道義的な掟などを度

外視してはならないと思います。ロータリーは決して特別

な団体ではなく、ロータリー内のみでしか通用しない理念

などあってはならないと思います。私たちは、元々気の合っ

た仲間が集まったわけでなく、趣味も業種も考え方もバラ

バラな人の集まりです。共通点は唯一つ、皆が経営者もし

くは経営に携わっていた経験を持つ人の集まりであるとい

うことです。

本日 ￥３９,０００  累計 ￥３９,０００

◆大和田園ロータリー河西正彦様／新しい年度となりまし

た。武田会長はじめ、新役員の今年度の活躍を祈念申し上

げます。

◆武田茂会長／とうとう大和ＲＣ会長になりました。１年間よ

ろしくお願いします。

◆森川良三幹事／逃げられるものなら、今すぐにでも逃げだ

したい気分です。本当の私でよろしいのでしょうか？よろしくな

くてもよろしくお願いします。

◆伊藤健司会員／武田会長、森川幹事、一年間よろしくお

願いします。楽しいお二人ですから、楽しい一年になることを

心よりお祈りします。

◆中戸川公明会員・田辺研一郎会／武田会長、森川幹事、

よろしくお願いします

◆松川健治会員／楽しい一年にしましょう。一年間よろしく

お願い致します。

◆松川清会員／１７年～１８年度大和ＲＣ武田茂会長、森川

幹事、理事、役員の皆さん。期待されます年度に皆で頑張り

ましょう。

◆三浦高義会員／本日より新体制ですね。武田会長、森川

幹事のもと、私も引き続き頑張ります。

◆古木通夫会員／武田さん、森川さん、１年間気楽に楽しく

やりましょう。宮東さん、伊藤さん、楽しい運営をありがとうござ

いました。

◆赤澤多加志会員／いよいよ武田丸の船出ですね。森川さ

んの舵取りよろしく。１年間の航海楽しく行きましょう。

◆長谷川衛会員／武田・森川、出航を祝

して、一年間頑張ってください。

◆戸張美穂会員／しばらく出席できずで

申し訳ありません。本日の野郎会は皆様の

奥様方にも多数ご参加いただけるとの事、

ありがとうございます。皆さまに楽しいお時

間をお過ごしいただけたらと思いますが、

不慣れ若輩者につき、不行き届きはご容赦下さいませ。

◆眞鍋藤正会員／本年度の国際奉仕委員会にも、相変わ

らずのご協力をお願いします。

◆花岡正会員／宮東さん、伊藤さんご苦労様でした。武田

会長、森川幹事、一年間頑張ってたくさん苦労してください。

◆小金澤和夫会員／武田会長、森川幹事の船出を祝して

１年間がんばってください。

◆佐々木和夫会員／宮東直前会長、今日からゆっくりお食

事できますね。武田会長１年間よろしくお願いします。

◆増正之会員／１）宮東直前会長、伊藤前幹事、お疲れ様

でした。２）武田会長、森川幹事いよいよスタートよろしくお願

い致します。

◆井上勝彦会員／宮東さん、伊藤さん、１年間ご苦労様でし

た。武田・森川丸の門出をお祝いします。

◆籾山豊会員／武田会長・森川幹事、理事役員の皆様、

一年間よろしくお願いします。

◆古川毅会員／武田会長、森川幹事、一年間充実した年

度になりますように楽しみにしています。

委員会報告

◆広報・雑誌委員会／

松川健治委員長

ロータリーの友紹介

◆前幹事より／

伊藤健司前幹事

『それでも会長を引き受けなければなりませんか？　そう

ですか！ わかりました！！　では！！　』

その後、昨年の１０月父が亡くなり、逃亡監視の仕事がな

くなりました。

この様な経緯があり、今私はここに立たせていただいてい

ます。

　　本年度、武田会長の活動方針には、親睦に力を入れ、

『楽しいロータリー家族』を創出することとあります。色々な

企画を練る際も、いろんな意見や提案（賛成意見・反対意

見）が出てきます。大切なのは、この『企画の目的』を明確

して、その手法手段は、目的達成のために必要か否かを

議論することだと思います。本年度、武田会長は、『親睦』

を最重点（目的）に置いていますことを改めてお伝えいた

します。

　　斜陽に向う日本、中小企業でありますが、それでも経営

者であるというプライドを持って、皆で幾つかの奉仕事業

を共にしたいと思います。（ロータリークラブは）そうするこ

とによって共感・感動を分かち合う人の集まりだと思いま

す。共同に事業を進めることによって感動を共通しつつ、

（これまでバラバラに考えていた人の集まりが）同志、友と

なり、それぞれの関係を徐々に穏やかに育成されてゆくも

のではないかと考えます。

　　嫌な奴にならないこと、仲良くやることを念頭に、楽しい

一年にしたいと思います。皆さんのご協力を宜しくお願い

します。ご静聴ありがとうございました。

会長
交代式

幹事
交代式

◆親睦委員会／戸張美穂委員長

本日例会後親睦委員会を行いたいと

思います。

◆ゴルフ同好会／赤澤多加志会長

地区大会の件
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た。武田会長はじめ、新役員の今年度の活躍を祈念申し上

げます。

◆武田茂会長／とうとう大和ＲＣ会長になりました。１年間よ

ろしくお願いします。

◆森川良三幹事／逃げられるものなら、今すぐにでも逃げだ

したい気分です。本当の私でよろしいのでしょうか？よろしくな

くてもよろしくお願いします。

◆伊藤健司会員／武田会長、森川幹事、一年間よろしくお

願いします。楽しいお二人ですから、楽しい一年になることを

心よりお祈りします。

◆中戸川公明会員・田辺研一郎会／武田会長、森川幹事、

よろしくお願いします

◆松川健治会員／楽しい一年にしましょう。一年間よろしく

お願い致します。

◆松川清会員／１７年～１８年度大和ＲＣ武田茂会長、森川

幹事、理事、役員の皆さん。期待されます年度に皆で頑張り

ましょう。

◆三浦高義会員／本日より新体制ですね。武田会長、森川

幹事のもと、私も引き続き頑張ります。

◆古木通夫会員／武田さん、森川さん、１年間気楽に楽しく

やりましょう。宮東さん、伊藤さん、楽しい運営をありがとうござ

いました。

◆赤澤多加志会員／いよいよ武田丸の船出ですね。森川さ

んの舵取りよろしく。１年間の航海楽しく行きましょう。

◆長谷川衛会員／武田・森川、出航を祝

して、一年間頑張ってください。

◆戸張美穂会員／しばらく出席できずで

申し訳ありません。本日の野郎会は皆様の

奥様方にも多数ご参加いただけるとの事、

ありがとうございます。皆さまに楽しいお時

間をお過ごしいただけたらと思いますが、

不慣れ若輩者につき、不行き届きはご容赦下さいませ。

◆眞鍋藤正会員／本年度の国際奉仕委員会にも、相変わ

らずのご協力をお願いします。

◆花岡正会員／宮東さん、伊藤さんご苦労様でした。武田

会長、森川幹事、一年間頑張ってたくさん苦労してください。

◆小金澤和夫会員／武田会長、森川幹事の船出を祝して

１年間がんばってください。

◆佐々木和夫会員／宮東直前会長、今日からゆっくりお食

事できますね。武田会長１年間よろしくお願いします。

◆増正之会員／１）宮東直前会長、伊藤前幹事、お疲れ様

でした。２）武田会長、森川幹事いよいよスタートよろしくお願

い致します。

◆井上勝彦会員／宮東さん、伊藤さん、１年間ご苦労様でし

た。武田・森川丸の門出をお祝いします。

◆籾山豊会員／武田会長・森川幹事、理事役員の皆様、

一年間よろしくお願いします。

◆古川毅会員／武田会長、森川幹事、一年間充実した年

度になりますように楽しみにしています。

委員会報告

◆広報・雑誌委員会／

松川健治委員長

ロータリーの友紹介

◆前幹事より／

伊藤健司前幹事

『それでも会長を引き受けなければなりませんか？　そう

ですか！ わかりました！！　では！！　』

その後、昨年の１０月父が亡くなり、逃亡監視の仕事がな

くなりました。

この様な経緯があり、今私はここに立たせていただいてい

ます。

　　本年度、武田会長の活動方針には、親睦に力を入れ、

『楽しいロータリー家族』を創出することとあります。色々な

企画を練る際も、いろんな意見や提案（賛成意見・反対意

見）が出てきます。大切なのは、この『企画の目的』を明確

して、その手法手段は、目的達成のために必要か否かを

議論することだと思います。本年度、武田会長は、『親睦』

を最重点（目的）に置いていますことを改めてお伝えいた

します。

　　斜陽に向う日本、中小企業でありますが、それでも経営

者であるというプライドを持って、皆で幾つかの奉仕事業

を共にしたいと思います。（ロータリークラブは）そうするこ

とによって共感・感動を分かち合う人の集まりだと思いま

す。共同に事業を進めることによって感動を共通しつつ、

（これまでバラバラに考えていた人の集まりが）同志、友と

なり、それぞれの関係を徐々に穏やかに育成されてゆくも

のではないかと考えます。

　　嫌な奴にならないこと、仲良くやることを念頭に、楽しい

一年にしたいと思います。皆さんのご協力を宜しくお願い

します。ご静聴ありがとうございました。

会長
交代式

幹事
交代式

◆親睦委員会／戸張美穂委員長

本日例会後親睦委員会を行いたいと

思います。

◆ゴルフ同好会／赤澤多加志会長
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