
 

 

 

 

日  時 平成 27年 3月 4日  

会  場 例会場   

司  会 ＳＡＡ             荘原委員 

開会点鐘               岡本(正)会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

四つのテスト 

お客様の紹介               岡本(正)会長 

秋山 髙文様 立川消防署 予防課長 

遠山 正弘様   〃   予防課防災管理係長 

今井 功 様   〃   国立出張所副署長 

■「春の火災予防運動 啓発用横断幕」の寄贈 

感謝状をいただきました  

 

 

 

 

 

 

春の火災予防週間 3/1～3/7 

大学通り歩道橋両側に設置 

会長報告                  岡本(正)会長 

●2015-16年度「会長エレクト研修セミナー」開催 

 日時 3月 26日・27日 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 木島会長エレクト 

●東京あけぼのロータリークラブ（スポンサークラ

ブ：東京築地 RC）国際ロータリー加盟認証状伝達式な

らびに祝宴のご案内  

 

日時 4月 12日（日）12時 

 場所 東海大学校友会館 霞が関ビル 35階 

 登録料 15,000円 3/20までに事務局へ申込  

●東京西 RC創立 60周年記念式典・晩餐会のご案内 

 日時 5月 29日（金）17時より 

 場所 ホテルオークラ東京 

 登録料 2万円 4/15までに事務局へ申込 

幹事報告                 遠藤(常)幹事 

●3月のロータリーレートは １ドル１18円です。 

●今後の予定 掲示板・各ご案内でご確認ください 

委員長報告 

●情報交歓会について  吉野ロータリー情報委員長 

 3/11の交歓会は4名の新会員の歓迎会も兼ねて行い

ますので、よろしくお願いします。 

「ロータリーの友 3月号」是非お読みください。 

特集 識字率向上 子どもが教室で学べるように 

   ロータリー家族の絆を強めるローターアクター 

   心は共に 東日本大震災 

   次年度 RI会長インタビュー 等 

●クリーン多摩川について   小川社会奉仕委員長 

 3/15（日）に例年の場所で開催されます。多くの参

加をお願いいたします。メイクアップ扱いです。 

 

カンボジア教師育成支援

プロジェクト 

カンボジア教育大臣から

感謝状をいただきました 

(2月現地訪問) 
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■米山寄付表彰         喜連(元)担当理事 

第２回 岡本正伸会長 ・ 第１回 小澤谷守会員 

 
クラブフォーラム 

理事会報告  

●国立市より「第 22回子どもたちからの人権メッセー

ジ発表会」への後援名義使用について依頼があり、承

認いたしました。9/12に国立で開催される予定です。 

●クリーン多摩川 詳細は案内配布 

開催日 3/15（日）メイクアップ扱い  

●くにたちさくらフェスティバル 協賛金 5万円 

 4/4(土)メイクアップ扱い   

4/5(日)11時例会点鐘・4/8（水）の例会振替 

●新世代委員会の事業終了に伴う収支報告 配布済 

 JR国立駅にポスター掲示を依頼する予定です。 

 三中交流会への御協力ありがとうございました。 

●米山奨学生の受入れについて 会長エレクトと相談

の上、4月から 1年間受け入れることになりました。 

奨学生は東京農工大学生(インドネシアの女性)です 

カウンセラーは佐伯和美会員にお願いをしました。 

●タイ・サラブリ RCより 9月 3日に行われる創立 25

周年記念式典のご案内をいただきました。参加につい

ては次年度検討をお願いします。 

今月の各種お祝い         北島親睦活動委員長 

■入会記念月 

遠藤 常臣 会員（在籍 13年） 

佐伯 有行 会員（在籍 9年） 

長嶋 孝子 会員（在籍 1年） 

■夫人誕生月 

宗村 会員夫人  康子様 

村上 会員夫人  真弓様 

青木 会員夫人  光世様 

小澤(崇)会員夫人 恵子様 

荘原 会員夫人    幸恵様 

竹巻 会員ご主人  髙志様 

■会員誕生月 

時田 千弘 会員（22日） 

宗村 勝三 会員（3日） 

岡本 正伸 会員（1日） 

山崎 義晴 会員（16日） 

喜連 紘子 会員（30日） 

ニコニコＢＯＸ       伊藤(達)親睦活動委員 

●岡本(正)会長 誕生日のお祝いを頂きありがとう

ございます。 

●遠藤(常)幹事 立川消防署の皆様、御来訪歓迎致し

ます。この度は“火災予防”の横断幕で御協力頂きま

して有難うございます。 

●小澤孝造会員 55回目の結婚祝い、ありがとう御座

居ました。あと何年？頑張ります。 

●宗村会員 きのう 3月 3日はひな祭り、私の 77回

目の誕生日、全国の善女たちがお祝いをしてくれた気

がして日本一幸福者でしょうか？又一つ年上の女房に

も誕生のお祝品ありがとうございました。 

●内山会員  結婚記念の御祝いありがとうございま

した。私は忘れていましたが、妻は覚えていると思い

ますので喜ぶと思います。 

●山崎会員 誕生月のプレゼントありがとうござい

ます。早 65歳になります。 

●本間会員 立川消防署 秋山司令長、遠山司令、今

井様、本日はご来訪いただきまして、ありがとうござ

います。 

●喜連紘子会員 誕生月を祝って頂き、有難うござい

ます。今月中に運転免許を返上することにしました。

ちょっと淋しい誕生月になりそうです。 

●荘原会員  妻の誕生日のお祝いありがとうござい

ます。ロータリーのお陰で重要な日を忘れずにいられ

ます。(標語)｢我家の円満・妻頂点｣ 

●ゴルフ同好会(五十嵐会員・村上会員・山崎会員) 

昨日、肌寒い中ゴルフ同好会のコンペが行われ、優勝 

山崎・準優勝 五十嵐・第 3位 村上の各会員でした。

おつかれさまでした。 

ニコニコ BOX 30,000円 累計 962,000円 

 

3月誕生月の岡本正伸会長・宗村会員・山崎会員・喜連紘子会員 

出席報告         喜連(紘)出席奨励委員 

  ３月 ４日 在籍４８名中  出席３６名  

  前々回（2月 18日）の出席率 95.56％    

閉会点鐘              岡本(正)会長 



   3 

 

 

 

日  時 平成 27年 3月 11日 18時 

会  場 白十字  

司  会 ＳＡＡ                     居川委員 

開会点鐘               岡本(正)会長 

斉  唱：ロータリーソング「奉仕の理想」 

      ピアノ伴奏 竹川 和佳様 

お客様の紹介               岡本(正)会長 

会長報告                  岡本(正)会長 

幹事報告                 遠藤(常)幹事 

ニコニコＢＯＸ           稲村親睦活動委員 

●岡本(正)会長 情報委員会、ＳＡＡ委員会のみなさ

ん、本日のセッティングご苦労様です。飲んで、食べ

て、意思疎通を図り、楽しい情報交歓会となることを

期待しニコニコします。 

●遠藤(常)幹事 白十字での情報委員会主催の例会、

大いに楽しみたいと思います。吉野様・津戸様、御苦

労様です。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 吉野情報委員長    津戸情報副委員長    

懇親会開始ご挨拶      乾杯   

 

 

 

 

 

 

美味しいお料理とお酒に大満足  

大いに懇親を深めることができました  

 

 

 

 

 

 

 

お土産「桜のロールケーキ」も、おいしくいただきました 

 

●津戸会員 今日は新会員歓迎を兼ねたロータリー 

情報を中心とした移動例会、ロータリー情報副委員長

としてしっかり勉強させていただきます。 

●高世会員・小川会員・石塚会員・寺澤会員・秋山会

員 久し振りの夜間例会開催を情報委員会の方々に感

謝いたします。又、新入会員の歓迎会も一緒に出来る

ことも久し振りです。目いっぱい楽しませて頂きます。 

●宗村会員 情報委員会の方々、パーティ開催何回で

も行って下さい。新会員さん仲良くいきましょう。 

●秋廣会員 長嶋さん、古賀さん、大庭さん、入会お

めでとうございます。「奉仕」というのは英語では「サ

ービス」です。気軽な気持ちでロータリーに親しんで

下さい。 

ニコニコ BOX 17,000円 累計 979,000円 

出席報告            石塚出席奨励委員 

 ３月１１日 在籍４８名中  出席３９名  

  前々回（2月 25日）の 出席率 100％    

閉会点鐘              岡本(正)会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

            新会員 長嶋会員・大庭会員・古賀会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2225回例会 

 

白十字 山井佳代子様 


