
 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 9月 2日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ            佐伯委員 

開会点鐘                 木島会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「日も風も星も」 

四つのテスト 

お客様の紹介                  木島会長 

 中野 隆右様 東京立川こぶし RC 

RIより 新会員紹介者にスポンサーピンの贈呈 

関俊之新会員の紹介者 2名に贈呈 

 

 

遠藤直孝会員 

北島正典会員 

 

会長報告                    木島会長 

●タイ・サラブリ RC創立 25周年記念式典の開催 

9/3夜 タイ・サラブリ RC 例会 

 9/4昼    〃    25周年記念式典 

出席者 吉野会員・村上会員・山崎会員  

●多摩東人権擁護委員協議会より 

「子どもたちからの人権メッセージ発表会」の開催 

 日時 9月 12日（土）13時 

 場所 くにたち市民芸術小ホール 

国立 RC も後援しています。時間のある方は是非、

参加してください。 

幹事報告                   本間幹事 

●東京大崎 RCより 卓話のご案内 

  日時 9月 25日（金）12時 30分から 

 

 

 場所 グランドプリンスホテル高輪 

 卓話 伊藤華英 北京オリンピック 100ｍ背泳ぎ 8位 

「東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けて」 

●地区広報委員会より いきいきロータリ写真コンテ

スト 当クラブの活動の写真で投稿できるものがあれ

ば、是非応募してください。 

●次週 9/9（水）は 12日のスポーツ家族例会へ振替休

会です。 

委員長報告    

●伊藤明親睦活動副委員長 スポーツ家族例会の集合

時間等を再連絡。 

●秋山ゴルフ同好会会長 9/10コンペのお知らせ。新

規会員の募集をしています。健康管理のためにも是非

参加してください。 

クラブフォーラム 

理事会報告                 

●国際奉仕委員会より タイ・サラブリの学校に水洗

トイレを設置するプロジェクトに参加 クラブから

1000 ﾄﾞﾙの支出を行います。 

●国際奉仕委員会より カンボジア教師育成支援プロ

ジェクト 昨年に引続き参加します。10 万円の支出を

行います。 

●サイパン島巨大台風被害義援金として、国際奉仕委

員会の積立より 5 万円を送金いたします。地区から取

りまとめて送られます。 

 国際奉仕委員会では、卓上募金を行うことといたし

ます。 

●クラブ協議会(9/16)のテーマについて  

「奉仕活動と年度の整合性」 皆さんからのご意見を

伺いたいと思います。 

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･･･ 
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今月の各種お祝い            喜連(紘)親睦活動委員 

■入会記念月 

杉田 和男会員（在籍 27年） 

内山 健治会員（在籍 21年） 

■会員誕生月 

小澤 谷守会員（22日） 

遠藤 常臣会員（18日） 

秋山 治一会員（ 4日） 

古賀 勇治会員（20日） 

■夫人誕生月 

小川会員夫人・恵美子様  

石塚会員夫人・美子様 

古賀会員夫人・千穂様 

ニコニコＢＯＸ           宗村親睦活動委員 

●中野隆右様(東京立川 RC) いつも国立駅前で皆様に

お会いしていますが、正式例会に参加させていただき

ます。よろしくお願いします。 

●木島会長 早や 9 月、悪天候が続いていますが、こ

れからは正しく「天高く・・・」活動の季節です。大い

に青春を発揮し楽しみましょう。 

●本間幹事 早い物で 9月になりました。久しぶりに

太陽を見た感じです。作物の発育が心配です。東京立

川こぶし RC中野様のご来訪、ありがとうございます。 

●津戸会員 立川こぶし RC 中野様のご来訪、心より

歓迎いたします。 

●小川会員 妻の誕生祝の品ありがとうございまし

た。さぞかし喜ぶことと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月誕生月の小澤谷守会員・秋山治一会員 

●岡本貞雄会員 当店のご常連、東京立川こぶし RC の

中野隆右さんのご来訪を心から歓迎いたします。 

●小澤谷守会員 今年も又、確実に 1つ年を重ねる誕生

月がやって来ました。クラブよりプレゼントをいただき、

ありがとうございます。 

●石塚会員 妻・美子のお誕生日の記念品をいただき有

難うございます。今年も一歳若くなりましたので、よろ

しくお願い致します。 

●岡田会員 第一生命(株)は 9月が創業の月です。皆様

のご愛顧により、株価も安定しております。ありがとう

ございます。 

●秋山会員 誕生日のお祝い、ありがとうございます。

充実したロータリーライフを送りたいと思います。 

ニコニコ BOX 合計 26,000円 累計 334,000円 

出席報告             岡田出席奨励委員 

  ９月２日 在籍４７中  出席３５名   

  前々回（8月 19日）の 出席率 97.78 %  

閉会点鐘                 木島会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ         喜連(紘)親睦活動委員 

●木島会長 きょうは楽しいスポーツ家族例会を計画し

てくださり、親睦活動委員の皆様ありがとうございます。

やきもきしながらの観戦でしたが、今年のセントラルリ

ーグの状況そのものでした。皆様いかがでしたか？ 

●本間幹事 親睦委員会の皆様、スポーツ例会大変満足さ

せて頂きました。妻と長男を参加させて頂き有意義な 1

日を過ごさせて頂きました。ありがとうございました。 

●小澤孝造会員・村上真弓様・秋廣会員・近藤会員・稲

村会員・小山田会員 9 月の晴天の中、スポーツ例会楽

しませていただきます。親睦委員会の皆様、ありがとう

ございます。 

●山口会員・内山会員 久しぶりの後楽園球場で、楽し

みにしています。 

●時田会員・小川会員 本日のスポーツ例会を親睦委員

会の方々ありがとうございました。ゆっくり楽しませて

頂きます。 

●宗村会員 応援団、巨人軍女性が半数、横浜応援が上

手でしたが負けました。楽しいスポーツ例会ありがとう

ございました。 

●吉野会員・岡田会員 楽しみにしていたスポーツ例会、

親睦委員会の皆様ありがとうございます。 

●小澤谷守会員・青木会員・喜連元昭会員 親睦委員会の

企画･第 2 弾、スポーツ家族例会多数の参加をいただき良

かったですね！みんなで野球観戦・ドームホテルでの食事

を楽しみましょう。 

●SAA委員会(遠藤常臣会員・荘原会員) 本日は親睦活動

委員の方、ありがとうございました。野球を知っている人

も、知らない人も共に楽しめました。スポーツにふれるこ

とができました。 

●社会奉仕委員会(小澤崇文会員・杉田会員・遠藤直孝会

員・北島会員・千葉会員) ジャイアンツの勝利おめでと

うございます!! 

●親睦活動委員会(寺澤会員・山崎会員・喜連紘子会員・

小澤崇文会員・伊藤明会員・長嶋会員・関俊之会員)  楽

しみにしていたスポーツ例会大勢の皆様にご参加頂きあ

りがとうございました。大いに満喫して頂きたいと親睦委

員一同思っています。本日はありがとうございました。 

ニコニコ BOX 合計 45,000円 

記事は次号に掲載 

スポーツ家族例会 東京ドーム巨人戦観戦＆夜景を見ながらお食事  第 2245回例会  平成 27年 9月 12日(土)    

 


