
 RI第 2750地区  多摩中グループ          

      東京国立ロータリークラブ         
例 会 日：毎週水曜日  例会場：谷保天満宮社務所 2 階 東京都国立市谷保 5209  TEL:042-576-5123 

事 務 所：東京都国立市谷保 5234-1     TEL:042-575-0770   FAX:042-572-8666 

E-MAIL：kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp   WEB：http://kunitachi-rc.com/ 

会報委員：遠藤直孝・北島正典・青木 健・伊藤達弥・大庭敏也 

会長 木 島 常 明 幹事：本 間 康 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成 27年 7月 15日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             佐伯委員 

開会点鐘                 木島会長 

斉  唱： ロータリーソング「奉仕の理想」 

お客様の紹介                 木島会長 

 田中 宏明様 東京立川 RC 会長 

横手 好一様 東京立川 RC 幹事 

矢澤 俊一様 東京立川 RC 

原田 洋示様 東京国立白うめ RC 会長 

内山  肇様 東京国立白うめ RC 幹事 

ワユ ナルリタ デウィさん 米山奨学生 

ご挨拶  

東京立川 RC 田中会長・横手幹事  

谷保天満宮のパワー

をもらって良い例会を

されていると思われ羨

ましい限りでございま

す。最近子供たちの痛ましい事件があります。いつ

の時代も子供は未来を担う国の宝であります。どう

ぞこれからも中学生による命の大切さ運動を継続し、

青少年の育成のためにご尽力いただきたいと思いま

す。また、桜の咲く頃の合同例会では楽しい交流が

出来ることを期待しています。よろしくお願いいた

します。 

東京国立白うめ RC 原田会長  

いつも親クラブの皆様

には大変お世話になって

おります。1月の新年合同 

 

 

 

例会・ガバナー公式訪問でご一緒させていただきます。

色々教えていただくことが多いと思いますけれど、1年

間ご指導をよろしくお願いいたします。   

内山幹事  

本間幹事と連絡を密にしましてより良い例会等々で

きますよう努めて参りますので、皆様よろしくお願い

をいたします。 

会長報告                     木島会長 

●ロータリー財団 資金管理実務研修会 

 日時 7月 27日（月） 15時 

 場所 ホテルニューオータニ 

 出席 本間幹事 

●「第 12回ＲＹＬＡセミナー」開催と受講生推薦の 

お願い  

開催 10/10～12/12 

募集 7/1～9/14 

新世代委員会で対応をお願いいたします 

幹事報告                    本間幹事 

●今後の予定 詳細は掲示板でご確認ください 

7 / 22 納涼家族例会・ 7 / 29 規定休会 

 8 / 5  クラブフォーラム・8 / 12  お盆休み 

●上半期の年会費納入を今月中にお願いします。 

委員長報告    

●宗村米山奨学委員長  

 寄付金のお願いを配布いたしました。寄付金の個人の

状況は概況書に記載されています。よろしくお願いいた

します。 

●寺澤親睦活動委員長  

 納涼家族例会の時間の再確認。炉辺のお知らせ。 

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 

第 2239回例会 
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入会式 関俊之会員 

認証状授与：木島会長 バッヂ贈呈：高柳パスト会長 

紹介：遠藤直孝会員 

関さんには、ようやくご入会の英断をいただきご紹

介できることを誇りに思っております。私の小学校か

ら大学まで先輩で、普段から色々な会合にご一緒して

います。昭和 30年生まれ、関孫商事という代々続いて

いる酒屋さんを経営しています。その他にも不動産管

理などご活躍されています。 

ご挨拶 

 以前から数年に渡り色々な方か

らご案内等をいただいておりまし

たが、当時は仕事・訃報等で入会

できなかった経緯があり、ご迷惑

をお掛けしたと思っています。こ

の度、遠藤直孝さん・北島さんの

紹介で、入会させていただくことになりました。 

 甲州街道沿線の下谷保で関孫酒店を営んでおり 4代

目になります。来月還暦を迎えます。まだまだ元気な

つもりでおりますので、一生懸命頑張ります、皆様よ

ろしくご指導の程お願いいたします。 

ニコニコＢＯＸ          宗村親睦活動委員 

●田中宏明様・横手好一様(東京立川RC会長・幹事) 東

京国立 RC木島会長・本間幹事、先日は私共の例会にお

忙しい中お出で頂きましてありがとうございます。今

年度の会長・幹事・会員の皆様方の御活躍をご祈念申

し上げます。来春の合同例会を楽しみにしています。

どうぞよろしくお願い致します。 

●原田洋示様・内山肇様（東京国立白うめ RC会長・幹

事） 木島会長・本間幹事のご活躍をお祈り申し上げ

ます。本年度もよろしくお願い致します。 

●木島会長 東京立川 RC田中会長・横手幹事、東京国

立白うめ RC原田会長・内山幹事の皆様にはこのお暑い

中の御来訪ありがとうございます。この一年何とか頑

張ります。お力添えをお願いします。関俊之会員のご

入会心より歓迎致します。会員の皆様、例会も 3 回目

で多少馴れてまいりました。今後ともご協力のほどを。 

●本間幹事 東京立川 RC 田中会長・横手幹事・矢澤

会員の御来訪ありがとうございます。猛暑の中、体に

気を付けて 1年間よろしくお願いします。国立白うめ

RC原田会長・内山幹事、市内イベントを 1年間共にガ

ンバリましょう。関俊之さんの入会おめでとうござい

ます。 

●津戸会員 立川 RC 田中会長・横手幹事様、又国立

白うめ RC原田会長・内山幹事様、ようこそ御来訪下さ

いました。心よりご歓迎申上げます。 

●五十嵐会員 待ちに待った関俊之さんのご入会を

心よりご歓迎申し上げます。又 奥様にも商工会の女

性部長として大変お世話になっております。 

●五十嵐・吉野会員・秋廣会員・青木会員 立川 RC田

中会長・横手幹事、並びに国立白うめ原田会長・内山

幹事の来訪を歓迎いたします。 

●時田会員 立川 RC会長・幹事様、国立白うめ RC会

長・幹事様、ご来訪心より歓迎致します。又 当クラ

ブ新会員として関俊之さんも合わせて歓迎させていた

だきます。 

●宗村会員 暑いです。身体を大切に！立川 RC の田中

会長・横手幹事さん、白うめ RC の原田会長・内山幹事

さん、ご来訪心から歓迎いたします。 

●小川会員 立川 RC会長・幹事様、国立白うめ RC会長・

幹事様のご来訪を歓迎申し上げます。それにつけても大

変待たされましたが今日から入会されました関俊之さ

んのご活躍を期待致します。 

●村上会員 立川 RC 会長・幹事様・矢澤会員ようこそ

国立へ、歓迎致します。白うめ RC の原田会長・内山幹

事、1 年間頑張って下さい。尊敬する関俊之さんの入会

を大歓迎致します。 

●岡本貞雄会員 東京立川 RC の田中会長・横手幹事、

東京国立白うめ RC の原田会長・内山幹事のご来訪を心

から歓迎いたします。また関俊之さんの入会を歓迎いた

します。 

●山崎会員・遠藤常臣会員 関俊之さんの入会、心より

歓迎致します。ロータリー活動・ゴルフ共、楽しみまし

ょう。 

●寺澤会員・岡田会員 関俊之さんのご入会、歓迎致し

ます。楽しい例会にして参りましょう！ 

●遠藤直孝会員 関俊之さんのご入会を心より歓迎し

ます。今後共よろしくお願いします。 

●荘原会員 関俊之さんのご入会、心より歓迎いたしま

す。初デビューの例会のなか、本日欠席になり申し訳あ

りません。ゴルフ同様もんで下さい。 

●北島会員 関俊之さんのご入会心より歓迎いたしま

す。いっしょに色々と苦労し楽しみましょう。白うめ RC

原田会長・内山肇幹事の来訪心より歓迎いたします。原

田洋示会長、毎週ごくろうさまです。 

●長嶋会員 関俊之さんの入会を歓迎してニコニコさ

せて頂きます。 

ニコニコ BOX 合計 58,000円 累計 189,000円 

出席報告          喜連(元）出席奨励委員 

  ７月１５日 在籍４７中  出席３４名   

  前々回（7月 1日）の 出席率 100 ％   

閉会点鐘                  木島会長 
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親睦活動委員長             寺澤 武 

国際ロータリーの共通理念『奉仕

の精神』に基づき、国立ロータリー

クラブの今年度スローガン『もう一

度青春！地域のために あと世代の

ために そして…』に則って、会員

を始めご家族も含めた融和が図れる

ように活動します。そのためには、親睦委員の相互の

協力のもと、各会員がロータリーライフを満喫できる

ように努めるとともに、ＳＡＡ委員会・社会奉仕委員

会をはじめとする各委員会と協調しながら、更なるク

ラブ事業の活性化を目指します。このことによって、

会長方針である｢そして｣の後に続く言葉が年度末には

各会員生まれるものと確信しております。 

事業計画としては、7 月の納涼例会・9 月スポーツ

例会・12 月年忘れ家族例会・5 月親睦旅行を予定して

います。皆様のご協力、よろしくお願いをいたします。 

 

出席奨励委員長              五十嵐一典 

今年度会長は、ロータリー活動を、

地域のため 後世代のために、青春集

団として、湧き出る活動を思い切り

地域にプレゼントしようと提言して

います。積極的に出席参画していた

だき、新鮮味と感動を自ら感じる奉

仕活動を楽しみましょう。出席をして初めて感じられる

喜びを再び呼び戻していただきたいと思います。 

事業としては、例会出席の報告・メークアップの徹底 

E-clubを活用したメークアップの普及・例会欠席者は事

務局への届け出・年間 100％の会員には記念品の贈呈は

ご提案がありましたらお申し出いただきたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

 

クラブ会報委員長            遠藤直孝 

副委員長・委員に優秀な会員が揃

っており、1 年間安心して会報が発

行できると感じております。 

方針としては、クラブ会報を通じ

て、クラブ内外に対して活動状況を

広く周知できるような会報を目指す。

委員会事業等については、担当委員会にも投稿をお願

いし、会員のみなさんに読んでもらえるよう内容の充

実を図る。よろしくお願いをいたします。 

 

 

会員増強委員長             杉田和男 

国際ロータリーＫ．Ｒラビン・ド

ラン会長のテーマ「世界へのプレゼ

ントになろう」を基に、会長方針「も

う一度青春！地域のために あと世

代のために そして…」と示されま

した。この事をふまえて、会員増強

をはかり、奉仕の機会を広げていきたいと思います。 

事業計画といたしましては、増強目標を純増２名、親

睦活動委員会との連携をはかり会員・家族との有意義な

企画を作り、退会者の防止に努めたいと思っています。

1年間よろしくお願いいたします。 

 

ロータリー情報委員長           秋廣道郎 

 昨年度に続き、ロータリー情報の

伝達、ロータリーの規定・規約等に

ついても、分かりやすく説明し報告

するように努めます。 

 事業計画としましては、ロータリ

ーの情報を皆さんに丁寧にお伝えす

ること、年２回・会員親睦会を行います。１回目は入会

５年以内の会員を中心とした会を行い、そこで出た意見

を整理します。２回目は全員を対象とした親睦会を開催

し、若い会員の方がどんなことを考えて・希望をしてい

るのかを皆さんに理解していただくと同時にアドバイ

スをいただきたいと計画をしていますので、よろしくお

願いいたします。 

 

米山奨学委員長             宗村勝三 

 事業計画としては、ロータリー運

動の良き理解者となる人材を育成す

るために、寄付をお願いいたします。 

今期は奨学生のワユ ナルリタ デ

ウィさんをお世話していますが、カ

ウンセラーの佐伯さんだけでなく、

皆様にも協力をお願いしたいと思います。デウィさんに

は8月に卓話をしてもらいます、楽しみにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

会長・幹事を励ます会  2015.7.29(水)マスタッシュにて 

理事・委員長 就任挨拶 ② 
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親睦活動委員会・職業奉仕委員会 合同 

横浜港ディナークルーズ＆カップヌードルミュージアム見学 

ニコニコＢＯＸ           山崎親睦活動委員 

●木島会長 この猛暑の中、皆さんよくお集まり下さ

いました。新しい年度の第一回家族例会、親睦活動委

員会・職業奉仕委員会の皆さん、お世話になります。

カップヌードルミュージアム・中華街・夜景と家内共々

充分楽しませて頂きます。 

●本間幹事 本年度最初の事業、親睦委員会・職業奉

仕委員会の皆様による納涼家族例会、下見までされ、

力の入った事業、大変満喫させていただきます。お疲

れ様でした。 

●小澤孝造会員・近藤会員・稲村会員 親睦委員の皆

様、本日は横浜ディナークルーズの企画をありがとう

ございます。夏の横浜の風を体の中にいっぱい入れ、

楽しませていただきます。 

●津戸会員 今日の納涼例会｢よせばよいのに｣つい老 

人の我が身を忘れ参加させていただきました。」ご迷 

惑をおかげしますがよろしく。 

●宗村会員・杉田会員・山崎会員・遠藤常臣会員 久 

しぶりの横浜港ナイトクルーズ、暑い夜にピッタシで 

楽しみにしています。 

●吉野会員・石塚会員・岡田会員 楽しい納涼家族例 

会の:企画、有り難うございます。親睦活動と職業奉 

仕の皆様、ディナークルーズを楽しみにしています。 

 

美味しい料理と景色を期待しています。 

●小川会員・内山会員 本年度最初の行事、納涼家族

例会を親睦委員会・職業奉仕委員会の皆様には大変お

世話になります。一日ゆっくり腹いっぱい楽しませて

いただきます。 

●遠藤直孝会員・北島会員 親睦活動委員会の皆様、納

涼家族例会の横浜とても楽しみです。職業奉仕委員会の

皆様、日清食品カップヌードルミュージアムとても楽し

みです。どうもありがとうございます。 

●職業奉仕委員会（伊藤達弥会員） 本日は職業奉仕委

員会の企画をしました。例会に出席頂きましてありがと

うございます。 

●担当理事(小澤谷守会員) 納涼家族例会に多数ご参加

いただき、ありがとうございます。寺澤親睦活動委員長

始め、親睦委員の皆様には大変ご苦労様です。又、今日

は合同例会という事で職業奉仕委員会の皆様もご苦労様

です。 

●親睦活動委員会(寺澤会員・宗村会員・山崎会員・喜連

紘子会員・秋山会員・伊藤明会員・長嶋会員) 納涼家族

例会に参加下さり、ありがとうございます。この企画楽

しんで頂けたでしょうか。 

ニコニコ BOX 合計 42,000円 累計 231,000円 

出席報告              岡田出席奨励委員 
 7月 22日 在籍 47中 出席 24名・ 前々回の出席率 97.73％ 

←百福の研究小屋 

↑横浜中華街 関帝廟 入口 

平成 27年 7月 22日、本年度最初の行事として下記

の通り納涼家族例会を実施しました。 

本年度の納涼家族例会は、親睦活動委員会と職業奉

仕委員会との合同で、親睦活動委員会においては、横

浜の夜景を楽しむ豪華ディナークルーズが企画され、

職業奉仕委員会は、世界で初めてのインスタントラー

メンを発明し、世界の食文化に影響を与えた日清食品

のカップヌードルミュージアムの見学が企画されま

した。総勢 35 名と多くの会員・ご家族のご参加を頂

きました。 

カップヌードルミュージアムでは、日清食品の創設

者である安藤百福の「創造的思考」諦めないチャレン

ジ精神を学びました。ディナークルーズの乗船時間ま

で横浜中華街をそれぞれ散策し、例会後に美味しい食

事と共に横浜の夜景を堪能。会員皆が満足しておられ

ました。(文：伊藤達弥) 

 
↓ロイヤルウイング号からの夜景   中華料理バイキング 


