
 RI第 2750地区  多摩中グループ          

      東京国立ロータリークラブ         
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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 8月 5日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ            稲村委員 

開会点鐘                 木島会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」 

四つのテスト 

お客様の紹介                  木島会長 

会長報告                    木島会長 

●第 13回ロータリー日韓親善会議 2015登録のお願い 

(韓国のほとんどのガバナーが参加されるそうです 

             本日：案内チラシ配布） 

 日時 9月 4日（金）14時 

 場所 グランドプリンスホテル新高輪 

幹事報告                    本間幹事 

●８月のロータリーレートは１ドル 124円です 

●2016年ソウル国際大会登録について 

 開催日時 2016年 5月 28日～6月 1日 

 登録 12月 15日までの登録料 310 ﾄﾞﾙ 

     3月 31日   〃   375 ﾄﾞﾙ 

     4月 1日以降 の登録料 440 ﾄﾞﾙ 

 オンライン登録ができます 

●東京山王 RC 加盟認証状伝達式のご案内 

 日時 9月 17日（木）17時 45分 

 場所 ザ・キャピトル東急ホテル 

 登録料 25,000円  

締切 8/21まで 事務局へお申込ください 

●高校生のインターンシップ受入募集 

 実施対象校 都立第五商業高等学校 1年生 

  

 

 

日時 11月 17日～19日の 3日間 

 受入募集締切 8月 25日 

 その他詳細は事務局に問合せください 

●第 46回くにたち秋の市民まつり実行委員会 

 月日 8月 10日・8月 24日・9月 28日・10月 27日 

 場所 国立市役所 会議室 19時 30分 

 出席 小澤(崇)社会奉仕委員長 

委員長報告    

●寺澤親睦活動委員長 納涼家族例会の報告書を配布

しましたのでご確認ください。9/12のスポーツ家族例

会のご案内を配布しました。多くの会員・ご家族のご

参加をお願いいたします。 

●石塚プログラム委員長 8/19の卓話は喜連会員のお

母様に戦争時のお話しをしていただきます。会員のご

家族の方にも聞いていただけるように公開卓話といた

します。ご家族の方は、13時からご参加ください。 

●佐伯米山奨学生カウンセラー デウィさんに温かい

眼差しをいただきまして、ありがとうございます。カ

ウンセラーセミナーがありましたので報告をいたしま

す。デウィさんは結婚されていて、12月に出産予定で

す。今月末に卓話をしていただきます。単なるお客様

ではなくクラブの一員として迎えて欲しいと思います。

クラブへの帰属意識・奨学生のことを理解する、理解

してもらい日本との懸け橋になってくれたらいいと切

に願っているところです。 

クラブフォーラム 

理事会報告                 

●納涼家族例会の報告 委員長より報告済み 

●スポーツ家族例会 委員長より報告･ご案内配布 

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 2241回例会 
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9/12（土）開催 《9/9（水）例会の振替》 

●国立市観光まちづくり協会の年会費の承認 2万円 

●規定審議会について 12－13 年度クラブ運営規定の

改定と RIの定款・細則の変更を含めた審議会を開催し

ます。委員会のメンバーは秋廣委員長・委員は継続し、

審議委員に内山会長エレクト・喜連副幹事を含めるこ

ととします。 

●事務局の夏季休暇 8/10(月)～8/14(金) 急用があ

りましたら本間幹事へご連絡ください。 

今月の各種お祝い            寺澤親睦活動委員長 

■入会記念月 

五十嵐一典 会員（在籍 34年） 

小川  誠 会員（在籍 27年） 

山崎 義晴 会員（在籍 14年） 

■会員誕生月 

長嶋 孝子 会員（19日） 

関  俊之 会員（18日） 

■夫人誕生月 

吉 野 会員夫人・益世様  

千 葉 会員夫人・映美様 

ニコニコＢＯＸ        小澤(崇)親睦活動委員 

●木島会長 猛暑の中、例会への出席ご苦労様です。

暑さ対策には睡眠・水分補給が第一と言われています。

気をつけましょう。先週は励ます会で大勢の皆さんに

激励いただき、心を新たにいたしました。今後ともよ

ろしくお願いします。 

●本間幹事 異常なほどの暑さの内、例会にご出席頂

きありがとうございます。先日の会長・幹事を励ます

会、多くの会員の皆様に励まされ一年間ガンバレそう

です。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月誕生月の長嶋会員・関(俊)会員 

●吉野会員 本日は妻の誕生日です、ニコニコいたし

ます。記念品ありがとうございます 

●小澤谷守会員 遅ればせながら、関俊之さん(マゴ

さん)の入会、大・大・大歓迎です。これから一緒に

RCを楽しみましょう！ 

●小山田会員 今般、マスコミで報道されております

件では、皆様にご迷惑をおかけしまして申し訳ござい

ません。心からお詫び申し上げます。猛烈な暑さが続

きますが、皆様におかれましては、お体には十分ご留

意ください。 

●千葉会員 妻の誕生日のお祝い、ありがとうござい

ます。もう少し仲良くがんばります！ 

●長嶋会員 誕生日プレゼント、どうもありがとうご

ざいます。 

●関俊之会員 誕生日のお祝いをありがとうござい

ます。8月 18日に還暦を迎えます。皆様の元気をいた

だき私もガンバリたいと思います。 

ニコニコ BOX 合計 17,000円 累計 248,000円 

出席報告           五十嵐出席奨励委員長 

  ８月５日 在籍４７中  出席４０名   

  前々回（7月 22日）の 出席率 97.50 %   

閉会点鐘                  木島会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事・委員長 就任挨拶 ③ 

広報・ＩＴ委員長            岡本貞雄 

 私はクラブ広報担当理事を２年、 

そして今年度広報 IT委員長と、 

広報の担当を３年間継続して来ま 

した。これは、「クラブ広報委員 

長の手引き」で、「広報委員長は 

継続性を図るために、委員は３年 

間在籍することが望ましい」ということで、同じ委員

会を担当することになっています。 

 ところで、先日ネットでロータリーに関することを

調べておりましたら、「ロークリークラブとライオン

ズクラブとの違いは何ですか？」という一般の人から

の質問がありました。答えていた人はロークリアンで 

したが「ロータリーに比べてライオンズは､奉仕活動の

実績を外部に宣伝することが多い」と書いてありまし

た。たしかに、地方にでもいきますとライオンズクラ

ブの看板がやたらと目につきます。 

 このように､これまでのロータリーは奉仕活動を広

報することには謙虚でした。しかし、近年の国際ロー

タリーは積極的に広報して、その目的を｢会員増強に結

びつけなさい｣ということになりました。 

 具体的に、あらゆるメディアを使って｢ロータリーク

ラブが世界に与えている影響や価値観を伝えなさい｣

といっています。 

 メディアとして、身近なものにネットや新聞があり

ます。今はネットを活用して、ほとんどのクラブが自 
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ラブの活動を広報していますが、新聞はそれ以上に一般

市民に奉仕活動を知らせる効果はあるようです。 

 クラブも昨年度「命の大切さを訴えるポスター展」が

読売新聞で報道されました｡また､先日は立川こぶしロ

ークリークラブの「立川文学賞」の記事が載っていまし

たが､新聞に載る事が何よりの広報になりますが、それ

には、新聞に取り上げられる、活発な奉仕活動の実績が

必要です。 

 今年度、木島会長は「ロータリーソースとオンライン

ツールの積極的な活用」を重点事業にあげております。

具体的に「マイ・ロータリー」に登録し、それを活用し

て下さいということです。 

 マイ・ロータリーは、ロータリークラブに関するあら

ゆる機能にアクセスできます。国際ロータリー、地区、

グループ、クラブ、そして個々の会員の情報の入手や、

様々な手続きまでがオンラインでおこなうことができ

ます。 

 なお、登録の方法は前回の会報で説明してありますが、

チャンスがあればより詳しくご説明いたします。現在の

ところ会長・幹事、それに私の３名が登録しているだけ

です。RI では 50％、地区では 70％の登録を希望してお

り、マイ・ロータリーの登録が RI 会長賞などの表彰の

条件にもなっております。例年行われている広報 IT 委

員会の事業のほかに、今年度は「マイ・ロータリーへの

登録 50％以上」が委員会のノルマになってしまいました。

委員が分担して登録のお願いをしますので、ご協力をお

願いいたします。 

 また、例年度行われています広報 IT 委員会の事業に

ついては概況書に載っていますのでご参照ください。 

 

社会奉仕委員長             小澤崇文 

今年は、3 年に一度のどんど焼き

を主催する年度にあたるため、その

他の事業は従前どおり進めていきた

いと思っております。 

環境フェスタくにたちに参加、く

にたち秋の市民まつりに参加、クリ

ーン多摩川に参加、塞の神どんど焼きの主催、新小学

生にランドセルカバーを配布、さくらフェスティバル

に参加いたします。 

どんど焼きの事務局長は、北島会員に特別にお願い

をしました。皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員長             村上隆秀 

 ラビンラドン RI会長のテーマ「世

界へのプレゼントになろう」・地区

重点目標にある「人道的奉仕の重点

化と増加」が実践できるよう努力い

たします。世界各地でおきている

様々な事象に目を向け、少しでも援

助をしていきたいです。 

事業としては、サラブリ RC・世田谷 RC・八王子東 RC

と連携をしてタイの学校の衛生状態改善効果を期待す

る、トイレ改修する事業を行います。前年度に引続き、

カンボジア教師育成支援プロジェクトに参加します。 

世田谷 RCをはじめ 10数クラブと連携し、グロ―バル補

助金を活用した、カンボジアにある教員養成校に日本人

教師を派遣し、教員になる学生を養成する事業です。ま

た、世界各地で大災害等が発生した際に迅速に支援する

ために卓上募金を行います。 

 

新世代奉仕委員長           岡田みどり 

例年の事業に加えて、会長の強い

意志がございまして、命を命題にし

た作文集を作ることになりました。 

市立第三中学校の交換留学生との

体験学習会は 2月に行います。公立

中学生の「命」を命題としたポスタ

ー展は例年どおり行い、本年はこの活動を発展させ、公

立小学校 6年生に作文を書いていただき、作文集を作成

します。中学生の優秀ポスター・小学生の作文の優秀作

品には表彰をします。作文集は市内小学校ほか公共施設

等に配布し、ポスター展の展示場所にも読んでもらえる

ように設置して関心を持ってもらえるようにします。皆

様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

ロータリー財団委員長          山崎義晴 

ロータリー財団への支援として、

クラブの目標が達成できるよう努力

する。また国際奉仕を通じて、ＲＩ

会長テーマ「世界へのプレゼントに

なろう」が実践できるように努力し

ます。 

事業計画としては、年次寄付 1人 100ドル。ポリオ

プラス指定寄付にはクラブで 1000ドル、べネファクタ

ーには 1名予定しています。 

ロータリー財団のグローバル・グランド補助金はカ

ンボジアの事業で、地区補助金はポスター展で利用で

きるよう、関係の委員会と協力をしていきます。 


