
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 菊池  敏  

 

◎開会点鐘            会長 峯岸  忠  

           

◎ロータリーソング 「我等の生業」 演奏 

  

◎会務報告             会長 峯岸  忠 

１．4月 18日（日）多摩市消防少年団の「入団進級式」 

に出席いたしました。 

２．4月 28日（水）に、調布クレストンホテルで、 

 第 4回グループ協議会が開催され、守田幹事と松下 

 事務局員で出席を予定しております。 

３．次回の理事会は 5月 12日（水）の例会前 11時 30 

 分から開催を予定しております。 

 

◎幹事報告              幹事 守田 亨 

 【配布物】 

  国際ロータリー第 2750地区 2020-21年度地区大   

  会のご案内 

 ⇒オンライン参加方法は4月下旬に地区より通達があ 

  る予定。通達があり次第、各位にメールにてご案内 

  いたします。 

【回覧物】 

  30周年記念特別例会出欠表 

【その他】 

１． 創立 30周年記念誌の会員名簿に掲載する個別顔 

写真の撮影が本日あります。 

 ２．5月に入りましたら、「クラブ運営管理関連委員 

   会」、及び「奉仕プロジェクト委員会」の各委員 

   長に、メールでご案内するので、本年度の活動 

   報告書のご提出をお願いします。締め切りは 5月 

   末日とさせていただきます。 

３．事務局お休みのお知らせ 

令和 3年 4月 29日（木）から 5月 5日（水） 

まで。5月 6日（木）10時から通常開局とします。 

 ４．他クラブ例会変更は事務局までお問い合わせくだ 

   さい。 

 

 

 

 

 

 

◎次年度会長報告      エレクト 杉山 真一 

4月 12日（月）調布クレストンホテルで開催予定で 

ありました、代表幹事会は新型コロナウイルスにより中

止になりました。 

 5月 12日（水）第 1回クラブ運営管理連絡会議を午後

6 時から、京王プラザホテルで開催いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告           幹事 守田 亨 

     

会員総数                 28名 

出席義務免除者            7名 

 

出席者数  出席義務者           18名 

出席免除者        4名                                     

計                22名 

出席率    22/28  = ８４．６２％  

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 米津 正五 

         

峯岸  忠 石井会員イニシエーション宜しくお願いし

ます。会員の皆様「コロナ」には気を付け

ましょう。 

守田  亨 石井さん、卓話を心より楽しみにしていま 

       す。 

 萩生田政由 石井富士男様卓話楽しみです。 

 杉山 真一 石井さん宜しくお願いします。 

 石井富士男 イニシエーションスピーチが出来て 

菊池  敏 皆様 写真うまくとれましたか？ 

森本 由美 Initiation Speech楽しみにしていました。 

伊藤 綾乃 石井様のイニシエーションスピーチを楽し 

      みにしております。 

伊澤ケイ子 石井会員のイニシエーション楽しみです。 

足立潤三郎 石井会員のイニシエーションスピーチ楽し 

      みです。 
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 初野 有人 石井会員いつもお花ありがとうございます。 

大槻 一夫 コロナ感染者増えてきました。 

      皆様気を付けましょう。 

遠藤 二郎 石井さんイニシエーションスピーチ楽し 

      みです。 

林田 敏誠 石井会員、イニシエーション楽しみにして 

      います。 

入沢 修自 支部総会昨日終わりました。コロナに気を

つけながら活動する人は少数派でしょうか

ねえ。 

 米津 正五 藤の花が咲きだし、外は明るくなってきま

した。 

コロナ早くおさまれ！ 

       

本日の合計￥２９，０００（累計￥ ４７５，５００） 

 

◎奉仕プロジェクト関連委員会 統括委員長 堤 香苗 

 

 5月 12日の例会時に、次年度どういったことを行って

いくのか、皆様からご意見をいただきたいと思います。 

アイデアを考えていただき、当日発表いただくか、ご意

見を事前に、堤か大槻までいただけますと幸いです。 

皆様よろしくお願いいたします。 

 

◎卓話者紹介   プログラム委員長  伊藤 綾乃 

          

本日は、石井会員にイニシエー

ションスピーチをお願いしてい

ます。それでは石井会員、 

よろしくお願いいたします。 

 

           

 

 

◎卓話 石井富士男会員 イニシエーションスピーチ 

 

皆さんこんにちは。昨年東京多摩グリーンロータリー

クラブに入会させて頂きました、石井富士男と申しま

す。家族構成は、父 91歳、母 84歳、妻 45歳、長男

16歳、次男 14歳と暮らしております。 

私は昭和 36年 11月 16日生まれの、現在 59歳です。 

年齢をふと思いますと、後 7か月後には還暦を迎えて

しまいます。 

私は生まれてからずっと多摩市乞田に住んでいます。 

小学校に上がる 1か月前くらいの頃に、交通事故にあ

い、3日間意識不明の重体で 2か月程入院していまし

た。この時の交通事故の記憶は、救急車に乗れて良か

ったという記憶しかありません。 

中学生の時に、両親がグリナード永山に花屋をはじめ

たので、高校卒業後実家の花屋を手伝いながら、花屋

の専門学校に進みました。 

21 歳で専門学校を卒業して実業に専念するようにな

りました。 

23 歳の時に父親が盲腸で腹膜炎を起こし入院をきっ

かけに、花市場に行くようになり、そこで花屋の友達

ができ、そして今の趣味でもあるゴルフを始めました。 

花屋の友達に初めてゴルフに誘われ、クラブの握り方

もわからず、ゴルフ練習場のレッスンプロに１回だけ

握り方、振り方を教わり、１ヶ月半ほど１日おきに、 

仕事終わりに練習場に行きました。 

その結果、2 泊 3 日の最終日のラウンドを 98 で回り

ました。24歳の時に多摩市消防団に入団。消防団に入

り、地域の諸先輩の方と顔見知りになれたことは大変

良かったです。1988 年多摩市ポンプ操法大会優勝、

1989年東京都ポンプ操法大会 3位入賞しました。 

26歳の時、地元のお祭りの会、青友会に入り、神輿を

担ぎました。 

28歳で多摩青年会議所に入会。 

37歳で消防団分団長になり、任期満了で退団。 

41歳の時に再婚。42歳で長男が誕生。45歳で次男が

誕生しました。 

仕事の方は、18 歳より専門学校に通いながら花屋で

朝 10時より、夜 8時まで週 5日働きました。 

その後 23 歳頃市場に行くようになり、段々と本腰を

入れてやるようになり、31 歳の時に全て店を親から

譲り受けました。 

今はコロナ禍で売り上げも今一歩ですが、地域のお客

様や友達・諸先輩・自治会・色々な方からご注文をい

ただき、有難く商売をさせて頂いております。 

私は今後も仲間や人の出会いを大切にしていきたい

と思っています。 

このクラブに入会させて頂き、皆様との素敵な出会い

もありました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

    
 

◎閉会点鐘            会長 峯岸  忠 

 

(今週の担当 大槻 一夫   ）             

 


