
■司　　会　ＳＡＡ　五十嵐　正

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
宋、二宮（麻）

■他クラブ出席者
新川 (地区 )

■ゲスト
石井　宏治様 (東京調布 RC 幹事 )

北垣内敬一様 (東京調布 RC)

■会長報告　　　　　　　　　　
　皆様こんにちは。天候のすぐれない日々が

続いておりますが、まだ梅雨には少し早いよ

うです。わたくしどもは現場のある時は天候

にはいつも気にかけておりましたが、最近は

現場もなく雨が降っても関係ない日々を過ご

しております。

　6 月には新旧合同理事役員会が開催される

予定です。今年度のクラブ活動報告書の原稿

の準備をお願い致します。併せて次年度のク

ラブ活動計画書もお願い申し上げます。

本日の出席数        27 名

本日の出席率     93.10％ 修正出席率          100％

会員数　 　 　    31 名
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１）地区関係

　青少年交換 2017 ～ 18 年度来日学生終了書

授与式並びに歓送迎会開催のお知らせ

　新川会員宜しくお願い致します。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜港北ロータリークラブ

日時　６月 14 日㈭→

　　　14 ～ 15 日一泊例会

日時　６月 28 日㈭最終夜間例会

２）新旧会長幹事会報告　　　　 田川　富男

日時　５月 24 日午後６時 30 分～

場所　新横浜国際ホテル

　６議題が出されました。今期の活動報告と

残り 1 ヶ月を大切にして、無事に終了させた

いとの事でした。

■お詫び
　先週の週報（５月 23 日例会分）に載せるべ

き記事をもらしておりました。お詫び申し上

げます。遅くなりましたが、今週号に掲載い

たします。

１）会費変更について　　　　　佐藤　真吾

＜経緯＞
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　その時を経て新しい会員さんも複数いらっ

しゃいますので、ここで改めてこれまでの活

動の推移を読んで頂き興味を持っていただけ

たらとおもいます。　

　協力してもいいというお考えの方はプリン

トにお名前を書いて五十嵐までお知らせくだ

さい。後日 FAX でもかまいません。よろしく

お願いします。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

石井宏治様（東京調布 RC）／ 10 年ぶり位に

お伺いしました。つたない卓話ですが宜しく

お願い致します。

北垣内敬一様（東京調布 RC）／今日は東京調

布ロータリークラブから、石井幹事と御一緒

させていただきました。よろしくお願い致し

ます。

滝澤　　亮／石井様、北垣内様ようこそ。本

日の卓話宜しくお願いします。

田川　富男／石井様、旭ロータリーにようこ

そ。又毎月理事会の会場としてやきとりい志

井をお借りしまして誠に有難うございます。

目黒　恵一／本日卓話をお願いいたしました

石井宏治様、北垣内様ようこそ！

齋藤　善孝／①横浜開港祭が 6/1 ～ 3 まで開

催されます。それを記念して海上自衛隊の最

大護衛艦「いずも」が大桟橋に入港します。

6/1,2 と一般公開しますので興味のある方は

ぜひご覧ください。②妻に誕生日の花を有難

うございました。

市川　慎二／①石井宏治様、北垣内様、本日

はようこそお越し下さいました。卓話宜しく

お願い致します。②妻に素敵なお花が届き喜

んでおりました。ありがとうございます。

兵藤　哲夫／①石井さん、お久しぶりです。

本日はよろしくお願いします。②癌になりま

した。大腸癌です。私の終活にご期待下さい。

大川先生、よろしく！

関口　友宏／石井さん、お久し振りです。お

元気そうで何よりです。

佐藤　真吾／石井様、北垣内様、本日はお忙

しい中、当クラブにお越し下さり有り難うご
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　３期の会計資料と次年度の会費案をあらた

　めて説明

5/16　臨時理事会

　次年度会費（４案）について会員にアンケー

　ト方式で回答していただき、アンケート結

　果をもって次年度会費案とする

　例会で佐藤真吾副会長より臨時理事会の決

　定とアンケートの内容を説明し、配布

5/23　アンケート集計結果を報告

　アンケート提出者　29 名（未提出者 2名）

　A案（26 万）　 3 名

　B案（24 万）　16 名

　C案（22 万）　 8 名

　D案（20 万）　 1 名

　その他　　　　1名（理事会に一任）

　以上の結果から、

　次年度会費案は B 案（24 万）とし、6/6 例

会で臨時総会を開催して細則改正案として上

程する。

■次年度幹事　　　　　　　　　  安藤　公一

　次年度各委員会の活動計画書を未提出の委

員長様は、至急ご提出願います。

■プログラム委員会　　　　　　  市川　慎二

○プログラム変更について

６月６日　新川会員青少年フォーラム

６月 13 日　沈　佳穎　米山奨学生

■青少年奉仕委員会　　　　　　 新川　　尚

2018-19 年度

第 48 回地区研修・協議会のご案内

日時　６月 17 日　13：00 ～

場所　ワークピア横浜２階

登録料　本大会 3,000 円

　　　　懇親会 4,000 円

* 参加希望の方は事務局までご連絡ください。

■災害対策委員会　　　　　　　五十嵐　正

　次年度の災害対策委員会の委員を募集致し

ます。皆様の袋の中に、これまでの活動の推

移をまとめたプリントを入れてございます。

　2011 年の東日本大震災後、斎藤会長年度の

際に有志で現地視察を行ったことから始まり

委員構成も有志を募りました。
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ざいます。

佐藤　利明／東京調布 RC 石井様、北垣内様、

ようこそおいで下さいました。卓話よろしく

お願いします。

安藤　公一／石井様、北垣内様ようこそおい

で下さいました。本日の卓話よろしくお願い

致します。

吉原　則光／①石井様、北垣内様、ご多用の

ところ卓話いただき有り難うございます。よ

ろしくお願い致します。②なお先週のクラブ

協議会の各委員会からの原稿を頂き今週の紙

面をかざる事が出来ました。御協力有り難う

ございました。

北澤　正浩／東京調布 RC 幹事石井様、北垣内

様、ようこそいらっしゃいました。卓話よろ

しくお願い致します。

倉本　宏昭／石井様、北垣内様ようこそ。お

いしそうなお話お願いします。

五十嵐　正／調布 RC の石井様、北垣内様、本

日はようこそ。卓話よろしくお願いします。

新川　　尚／東京調布 RC 石井様、北垣内様よ

うこそ！卓話楽しみです。

大川　伸一／石井様、北垣内様、ようこそお

いで下さいました。本日の卓話をよろしくお

願いします。

後藤　英則／石井様、北垣内様ようこそ。卓

話楽し味です。

太田　幸治／昨今話題の日大アメフト反則行

為、本場アメリカとの比較。格闘について柔

道家山下泰裕の新聞記事を取り上げてみます。

「柔道は格闘技である。戦う闘志、気力が衰え

たら格闘技者としての資格はない。試合場の

青畳の上では、死ぬことも覚悟して、戦わな

ければならない。絞め技では、相手を殺すつ

もりで締めあげる。関節技では、腕を折るつ

もりでねじあげる。この気迫を失ったら、も

はや戦う資格はない。私の勝負哲学である。

私には誰かに負けるまで続けるという考えは

ない。」皆さんはどう感じますか ?

須藤　　亘／①石井様、北垣内様、旭ロータ

リークラブへようこそお越し頂きました。本

日は宜しくお願い致します。②先週は誕生祝

いを頂き、有難うございます。明日で 33 歳に

なります。又１年元気に頑張ります。

■卓話「雑感」　　　　　　　　石井　宏治様

○卓話者紹介　　　　　　　　　 目黒　恵一

　1954 年東京中野生まれ

  日本大学文理学部体育科卒業　専攻水泳

　日本水泳連盟 1種指導員

　1980 年 25 歳、単身渡米。

　そこで出会ったレストランオーナー夫婦に

　人生を教わり、帰国後 26 歳で父親の後を継

　ぎ、もつ焼き屋を経営。その後、株式会社

　ビーヨンシイ ( 現在は株式会社い志井と統

　合)もつ焼、ホルモン焼を中心に130店舗（直

　営・ＦＣ店・のれんわけ店含む。2015 年９

　月現在）を展開する。

　立ち飲み業態ブームの立役者として、外食

　産業記者会が選ぶ「外食アワード 2005」に

　選ばれる。

　防衛大学水泳部監督を 20 年間

　（1990 ～ 2010）勤め、現在はいくつかのク

　ラブにて水泳指導をする。

　株式会社い志井　代表取締役社長

　株式会社エムファクトリー取締役会長

　防衛大学水泳部元監督

○雑感　　

　いまは「テレビ」が「SNS」に変わりました

が…。

ビルは空高くなったが　人の気は短くなり

高速道路は広くなったが　視野は狭くなり

お金を使っているが　得る物は少なく
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たくさん物を買っているが

楽しみは少なくなっている

家は大きくなったが　家庭は小さくなり

より便利になったが　時間は前よりもない

たくさんの学位を持っても　センスはなく

知識は増えたが　決断することは少ない

専門家は大勢いるが　問題は増えている

薬も増えたが　健康状態は悪くなっている

飲み過ぎ吸い過ぎ浪費し　笑うことは少なく

猛スピードで運転し　すぐ怒り

夜更かしをしすぎて　

起きたときは疲れすぎている

読むことは稀で　テレビは長く見るが

祈ることはとても稀である

持ち物は増えているが　

自分の価値は下がっている

喋りすぎるが　

愛することは稀であるどころか

憎むことが多すぎる

生計のたてかたは学んだが

人生を学んではいない

長生きするようになったが

長らく今を生きていない

月まで行き来できるのに

近所同士の争いは絶えない

世界は支配したが　内世界はどうなのか

前より大きい規模のことはなしえたが

より良いことはなしえていない

空気を浄化し　魂を汚し

原子核を分裂させられるが

偏見は取り去ることができない

急ぐことは学んだが　待つことは覚えず

計画は増えたが　成し遂げられていない

たくさん書いているが　学びはせず

情報を手に入れ　

多くのコンピュータを用意しているのに

コミュニケーションはどんどん減っている

ファースト ･フードで消化は遅く

体は大きいが　人格は小さく

利益に没頭し　人間関係は軽薄になっている

世界平和の時代と言われるのに

家族の争いはたえず

レジャーは増えても　楽しみは少なく

たくさんの食べ物に恵まれても

栄養は少ない

夫婦でかせいでも、離婚も増え

家は良くなったが　家庭は壊れている

○ 18 才と 81 才の違い（岩波邦治）

◇道路を暴走するのが　十八才、

　逆走する　八十一才

◇心がもろいのが　十八才、

　骨がもろいのが　八十一才

◇偏差値が気になるのが　十八才、

　血糖値が気になるのが　八十一才

◇受験戦争を戦っているのが　十八才、

　アメリカと戦ったのが　八十一才

◇恋に溺れるのが　十八才、

　お風呂で溺れるのが　八十一才

◇まだ何も知らないのが　十八才、

　もう何も覚えていないのが　八十一才

◇東京オリンピックに出たいと思うのが

　十八才、

　東京オリンピックまで生きたいど思うのが

　八十一才

◇自分探しの旅をしているのが　十八才、

　出掛けたままわからなくなって皆が探して

　いるのが　八十一才

◇「嵐」と言うと松本潤を思い出すのが

　十八才、

　鞍馬天狗の嵐寛寿郎を思い出すのが

　八十一才

■次週の卓話　　

　沈　　佳穎様（米山奨学生）　

　 

 　　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光


