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◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 守田  亨 

◎開会点鐘            会長 三田みよ子 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」 

          ソングリーダー 吉沢 洋景 

◎「四つのテスト」唱和   

ＳＡＡ・親睦委員 守田  亨 

◎お客様紹介           会長 三田 みよ子 

 ・お客様はいらっしゃいません。 

 

◎会務報告            会長 三田 みよ子 

 ・本日例会後に理事会を開催します。 

 ・4/24（水）に実施された多摩東グループ IMにて、 

福岡会員にパネラーの役を努めて頂きました。 

他クラブの会長各位からお褒めの言葉をいただき 

ました。これからの活躍に期待します。 

 ・5/11（土）、東京多摩 RC50周年記念式典です。 

 ・5/12（日）、ロータリーデイ 2750フェスタがありま 

す。会員多数の参加をお願いします。 

 

◎幹事報告            幹事 菊池  敏 

 【配布物】 

・伊藤綾乃新会員入会式 式次第 

 【回覧物】 

  ・バギオだより 

  ・5/29（水）座禅例会出欠表 

 【その他】 

  ・他クラブ例会変更は事務局にお問合せ。 

  ・5/15（水）は、5/11（土）の東京多摩 RC50周年 

記念式典に振替により休会。 

◎次年度会務報告    会長エレクト 入沢 修自 

  ・次年度の例会スケジュール、予算案はほぼ固まっ 

ている状況です。 

  ・5/15（水）、第 5回クラブ運営管理連絡会議を開 

催します。 

  ・5/22（水）、被選理事会を開催します。 

  ・現時点で、以下の次年度委員会委員長から活動計 

画案を受領しています。 

 

 

 

 

 

 ◆SAA・親睦委員会 ◆会報・記録委員会 

 ◆広報委員会 ◆ロータリー研修委員会 

 ◆ロータリー財団・米山奨学委員会 

未提出の委員会委員長は、早めに事務局までご提 

出をお願いします。 

  ・地区に対し、次年度の目標を報告する予定です。 

   また追って報告します。 

 

 

 

 ※司会       会員増強委員長 入沢 修自 

≪祝入会！ 伊藤 綾乃 君≫ 
 

Ⅰ新会員紹介            推薦者 田﨑 博実 

  伊藤綾乃さんは、職業分類は弁護士で、現在、多摩 

市諏訪にて「伊藤法律事務所」所長です。 

Ⅱ入会証書授与・バッチ貸与   会長 三田みよ子 

Ⅲ会員証・バナー授与       幹事 菊池  敏 

Ⅳ「四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、 

       ロータリーの手引「用語集」授与  

        ロータリー研修委員長 田崎 博実 

Ⅴ所属委員会およびアドバイザーの指名 

会長 三田みよ子 

※所属委員会：ＳＡＡ・親睦委員会 

※アドバイザー：田﨑 博実会員、堤  香苗会員 

Ⅵ歓迎の辞          会長 三田 みよ子 

新緑の候、ご入会誠におめでとうございます。会員一同 

大歓迎です。これから宜しくお願いします。 

Ⅶ写真撮影   
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Ⅷ新会員挨拶            伊藤 綾乃会員 

 私は、推薦いただいた、 

田崎会員と同期で、弁護 

士歴は 11年半になります。 

現在の事務所を開業して 

1年強です。 

先輩の方々から色々学ば 

せていただければと思っ

ております。 

多摩市は緑も多く、素敵な地だと思います。 

今後、「四つのテスト」を実行できるよう微力ながら 

努めて参りたいと思います。 

これから宜しくお願い申し上げます。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ★ＳＡＡ・親睦委員長         杉山 真一 

   4/3（水）に実施した花見例会での余剰金が発生 

し、本日の理事会で決算報告します。本余剰金の 

扱いは理事会に一任で宜しいでしょうか。 

 →会員の承認を得、理事会に一任で決定。 

 

 ★会報・記録委員会委員長       小泉  博 

   最近、イベント活動が重なっているとともに、連 

休によりプリンターインクの補充が間に合って 

おらず、会報の発行が少々不規則になっています。 

本日、各位にタイムリーに会報が届いていません。 

次回の例会時にまとめて配布します。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 峯岸  忠 

会員総数                30名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           17名 

出席免除者        6名                                     

計                23名 

 

出席率    23/29  = ７９.３１％ 

第 1308（4/17）訂正出席率 ９６．３％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 徳原 透 

 三田みよ子 伊藤さんご入会おめでとうござい 

ます。 

 菊池  敏 伊藤様御入会お目出とうございます。 

 入沢 修自 令和の始まりに希望に燃えて脂肪も 

       燃やします。 

 守田  亨 ３つのステキな出来事を祝して 

① 令和元年スタート 

② 伊藤様のご入会 

③ 待ち望んだ森本さんの卓話 

 小泉  博 伊藤さんご入会おめでとうございます 

       森本さん卓話楽しみです。 

 大松 誠二 ひょうが来た！野菜が食われて 

しまった。 

 初野 有人 伊藤様ご入会おめでとうございます。 

 田﨑 博実 伊藤さん、これからのご活躍期待 

しております。 

 村上  久 森本さんの卓話楽しみです。 

       伊藤さん入会お目出とうございます。 

 林田 敏誠 森本会員、卓話楽しみにしており 

       ます。 

 福岡  均 伊藤綾乃様入会おめでとうござい 

ます。 

森本さん卓話楽しみにしています！ 

 森本 由美 伊藤 綾乃様入会おめでとうござい 

ます。 

令和元年おめでとう！ 

 杉山 真一 伊藤様入会ありがとうございます。 

       森本様卓話楽しみです。 

 伊澤ケイ子 伊藤様ご入会おめでとうございます。 

       森本さん卓話楽しみです。 

 峯岸  忠 伊藤様、入会おめでとうございます 

       森本さん卓話楽しみにしています。 

徳原  透 伊藤さんご入会おめでとうございます 

      皆さん今週土曜日の多摩ロータリー 

      50周年宜しくお願いします。 

 

本日の合計￥３１，０００（累計￥７６５，３２４ ） 

 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 初野 有人     

   

◎卓話              森本 由美会員 

 

令和元年、おめでとうございます。 

最初の卓話の機会をいただきましたこと御礼申し上げ

ます。 

新会員の伊藤綾乃様、ご入会お

めでとうございます。 

本日の卓話は「自身の経歴」と、

昨年度の地区奉仕プログラム

にて入手した DVD「ようこそロ

ータリーの視聴」との 2部構成

とさせていただきます。 

  

【第 1部：自身の経歴】 

父は軍人で陸軍大学校を出て陸軍参謀本部に入部し、市

警局の所属でした。 

父は敗戦後に公職追放となり、父の祖父の紹介で銀行員

となりました。大変厳しい父でしたがクラシック音楽を

好んでいました。 

私は、島根大学附属幼稚園に入園し、同小学校・同中学

校の出身です。幼稚園時代からピアノを習い、勉強し、

TVを視るなら相撲でした。 

 

家は父が勤務する銀行の奥にあったので、外出時は常に

制服を着用するよう躾けられました。 

 



中学 1年生で英語の履修が始まりましたが、その当時の

英語の先生が発する英語が素晴らしく、私にはまるで音

楽のようにも聞こえ、英語が大好きになりました。 

父からはピアニストまたはクラシック音楽家になるこ

とを望んでおり、高校進学は国立音楽大学附属しか受験

するなと言われており、不合格の場合は銀行員になるよ

うにいわれていました。 

幼いときから銀行の奥に居住していたので、銀行員は絶

対に嫌だと思っていましたので、国立音大付属以外の進

路選択はありませんでした。 

 

中学校卒業時に、国立音大のロシア人のピアノ教師にレ

ッスンを受けに上京しました。 

レッスンに対する謝礼をお渡しするのですが、金額は 3

万円でした。 

当時は大卒者の初任給が3万円くらいと記憶しています。

私は子供心に、サラリーマンの家庭ではピアニストにな

ることは絶対に無理であろうと思いました。 

国立音楽大学に進学しましたが、私はこれまでお小遣い

を貰ったことがありませんでした。 

大学時代は、大学からの紹介を受けて、小さなお子さん

3 人にピアノを教えるアルバイトをしましたが、指導す

ることの難しさを覚え、指導者の道が嫌になりました。 

最終的にピアニストにもなれなかったので、大学生時代

に色々な社会にでました。 

そこで知ったことは、「社会はでは何故みんなこんなに

優しい人が多いのであろう」ということです。 

何故なら私は子供時代に大変厳しく育てられたからで

す。私は 21歳の時に「超我の奉仕」を知りました。 

アメリカ人のモルモン教の方から「人間の欲望」を教わ

りました。人間は、衣食住→お金→贅沢品→名誉の順に

欲求するということです。贅沢品まではお金で解決でき

ますが、名誉はお金では買えません。人間は世の中のた

めに懸命に活動することでもしかしたら「名誉」が手に

入れることができるかも知れないと知ったとき、物凄い

感動を覚えました。 

時を同じくして、「香港ワールド」での良い人との出会い

がありました。 

バブル時代、アパレル関係は富裕層が多かったのですが、

ワールドのブランドを複数保有している社長の下で、共

同経営者の方とお付き合いしているうちに、香港にきて

くれないかというお話をいただきました。 

当時の香港はイギリス領でしたので、中国の深圳特区に

工場を設立し、日本ではイトーヨーカドーに営業するビ

ジネスを行なっていました。 

1987年にイタリア（ミラノ）でブラックマンデーに遭い、

1989年の天安門事件にて、日本と中国の貿易が断交にな

ったことで私は仕事を失いました。 

同時期にベルリンの壁の崩壊がありました。 

 

日本でイトーヨーカドーに営業活動を行なっていると

きに道路の混雑を機に、空路が目につきました。 

 

 

アルペンの社長がワールド香港の社長の友人でしたが、

両名共に航空機 JAL にリースをしている富裕層でした。 

私は富裕層ではないので、自身でヘリコプターのライセ

ンスを取得すべく航空留学をし、大変な訓練をしました。 

なかなか前進しない時期もありましたが、プライベート

ライセンスを取得しました。 

日本に帰国し、遊覧飛行の企画もしました。 

航空訓練の経営のお話しをいただくことがあり、友人の

経営者に相談をしましたが、ワールド香港の社長から

「自身で企業すべき」との提言をもらいました。 

その後、父の銀行関連の人脈から世界的に大きな弁護士

事務所を通じて、小さいながらもアメリカで会社を設立

しました。 

約 10 年間経営しましたが、バブル崩壊、その他の事情

で、訓練を終えたパイロットが日本での就職がままなら

ない状況が生じたため、会社を閉めました。 

私自身は仕事にパワー出てきたため、大企業のマーケテ

ィングの開始、ワールド香港との新しい取引を行なうな

どのビジネスに注力しました。 

出雲大社の特殊印刷は、父の事業を引き継ぎました。 

＜若い会員へのメッセージ＞ 

 ・3感を大切に 

 ・関心を持つ 

・感動する 

・感謝する 

 ・3つのものさし（人・世の中・自分）があること 

※アメリカでは小さな子供もボランティア活動を行っ

ており、喜びを得ている子供もたくさんいます。 

 

【第 2部：DVD視聴（ようこそロータリーへ）】 

※昨年、地区にて開催された会員増強セミナー時に入手

した、RCの歴史や活動内容等の紹介ビデオの視聴。 

 

★今年 3月 28日に実施された「2750地区 第 6回 奉

仕のつどい」にて紹介された、他クラブの奉仕活動内容

の資料の写しを会員各位に配布されました。 

 

【私が尊敬する言葉の紹介】 

・松下幸之助氏 

「奉仕の心を忘れてはいけない、なぜなら、それは唯 

 一互いの心を繋ぐものだから。部下に教えてばかり 

ではダメ、互いに 1個の人間として付き合い、話し 

合い、学びあうことが大切。」 

・カント（18世紀初期の哲学者） 

 「道徳と理性を考え続けること、これがどのような人 

材を育てていくのかという大切なキーである。」 

 「間違っている意見に対して我慢している状況を続け 

ていると大変な失敗を犯すことになる。」 

 

 

◎お礼と閉会点鐘       会長 三田 みよ子 

（今週の担当 守田  亨） 


