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日  時：平成 27年 9月 16日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               稲村委員 

開会点鐘                    木島会長 

斉  唱：ロータリーソング「日も風も星も」 

お客様の紹介                   木島会長 

 ガバナー補佐 宮崎 陽一郎様  

 グループ幹事 吉田 純夫様  

 東京国分寺 RC 谷田 成雄様・小椋 克廣様 

        原田 雅章様・ 森  秀夫様 

 東京立川 RC  三田村 秀雄様 

東京国分寺 RC 創立 50周年事業チャリティゴルフのご案内 

 開催日は 11月 11 日、青梅を借りきり、240名を予定

しておりますので、多くの

申込みをどうぞよろしくお

願いいたします。 

会長報告                     木島会長 

●「第 12回 RYLAセミナー｣開催と式典参加のお願い 

  開催期間 10月 10日（土）～12日(祝･月) 

  場所 国立オリンピック記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 

  出席日  10/10開会式･10/12式典･授与式･懇親会 

●9/27(日)谷保天満宮例大祭の万灯行列を見る会を 

クラブ事務所で 12時から 14時に行います。 

幹事報告                   本間幹事 

●多摩中グループ ポリオ撲滅ﾁｬﾘﾃｨ親睦テニス開催 

ホスト ピースウイングロータリーEクラブ 

  日 時 10月 12日（祝・月） 13時開始 

  場 所 テニスランド国立（申込みは 10/2迄） 

  会 費 4000円の予定 

  参加資格 ロータリアンとその家族・友人 

委員長報告    

 

●寺澤親睦活動委員長 スポーツ家族例会では、お陰様で

巨人の勝利で気持ちがホットしています。多数の参加をい

ただきまして誠にありがとうございました。 

クラブ協議会                木島会長 

『奉仕活動と年度の整合性』 

喜連(紘)奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ理事 今年度の新世代委員会の例と

して、学校年度とロータリー年度のずれ・R財団補助金申請

とクラブ年度の時期のずれがあり、新年度委員会の意見を取

り入れる事ができない現在のクラブのシステムに疑問があ

り、活動内容の検討や審議をどうしていったら良いかご検討

願います。 

岡本貞雄会員 今年度の新世代委員会が発足時に会長発案

の新事業が決まっていたために厳しい意見がでました。そこ

で、次年度会長が自分なりに事業をする場合には前年度から

委員会メンバーを組んで行動しなければ間に合わないと思

います。事業内容を周知徹底させるために次年度会長は早く

行動された方がいいと思います。 

内山会長エレクト 早く組織を作って検討をしていかない

とうまく回らないのかと思っています。皆さんのご意見を伺

いながら進めていきたいと思います。   

岡本正伸会員 学校の事業の関係は、現会長と次年度会長が

密に連絡をとって事業の引継などを検討し、次年度の委員長

候補を決める事はやむを得ないと思います。 

木島会長 他地区のクラブの(配布資料)｢会員増強委員会の

活動計画・実績表｣のように、当クラブも引き継いでいけば

問題は少なくなるかという感じがします。年度のずれは何と

かしなければいけないと考えています。 

宮崎ガバナー補佐 三鷹 RCでは未来の夢計画が始まった時

から年次総会を 11月にしました。地区補助金を使ってプロ

ジェクトを組むことによって R財団に対する知識も広がり

ますし、寄付も多く募る事ができると思います。年度が跨る

のはしょうがないので、なるべく早く組織を立ち上げて、そ
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の中で新しいプロジェクトは特にじっくり議論をしながら、

継続事業に関しては戦略策定会議のようなものを作って考

えていく事が必要ではないかと思います。是非、次年度は積

極的に補助金を使ったプロジェクトにチャレンジしていた

だきたいと思います。 

木島会長 今日の意見を踏まえて、今後ますます活発に奉仕

活動ができるように心掛けていきたいと思います。 

ニコニコＢＯＸ          小澤(崇)親睦活動委員 

●東京国分寺 RC 創立 50 周年ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ事業委員会(谷田

様・小椋様･原田様･森様) 国分寺ロータリークラブ創立

50 周年記念事業に御協力下さいまして誠に有難うござい

ます。チャリティゴルフには多数のご参加を期待していま

す。国立ロータリークラブ会員の皆様の友情に感謝してニ

コニコします。 

●木島会長 宮崎ガバナー補佐、吉田グループ幹事にはわ

ざわざお出で頂きありがとうございます。ご指導の程よろ

しくお願いします。国分寺ロータリーの谷田様、小椋様、

原田様、森様、立川ロータリーの三田村様のご来訪歓迎い

たします。親睦活動委員の皆さん、先週末は楽しい例会を

ありがとうございました。まだまだ混戦が続きますね。 

●本間幹事 ガバナー補佐宮崎様、グループ幹事吉田様、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京国分寺ロータリークラブ創立 50 周年実行委員会委員

長の谷田様、副委員長小椋様、また原田様、森様ようこそ

お出でいただきました。立川ロータリークラブ三田村様の

ご来訪ありがとうございます。 

●津戸会員 宮崎ガバナー補佐、吉田グループ幹事また国

分寺 RC 谷田様を始め会員の皆様ようこそ当クラブにご来

訪下さいました。心よりご歓迎申上げます。 

●岡本正伸会員・秋廣会員 宮崎ガバナー補佐、吉田グル

ープ幹事の御来訪を歓迎致します。小椋さん・谷田さんお

久しぶりです。 

●遠藤常臣会員 誕生日のプレゼント有難うございます。

今月で 60うん歳になりました。70までもうすぐです。 

●ゴルフ同好会(小澤谷守会員・遠藤直孝会員・時田会員) 

ゴルフ同好会コンペが9月10日武蔵 C.Cにて行われました。

小澤(谷)優勝・2 位遠藤(直)会員・3 位時田会員でした。3

名でニコニコします。 

ニコニコ BOX 合計 31,000円 累計 410,000円 

出席報告                高柳出席奨励委員 

  ９月１６日 在籍４７中  出席３８名   

  前々回（9月 2日）の 出席率 97.73 %   

閉会点鐘                   木島会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)    

 

 試合後東京ドームホテル 43階のレストラン「アーティス

トカフェ」で都会の夜景・食事を楽しみながら会員・ご家

族との親睦を深めることができました。スポーツ例会はこ

のところ自分たちが体を動かす、奉仕活動をするなどが続

いており、スポーツ観戦はしていなかったのでとても新鮮

でした。参加者の皆さんもとても楽しんでいる様子でした。

会員の中には水割りの売り子さんを気に入ったらしく終始

ご機嫌な方もおりした。またイベント初参加の関俊之会員

は親睦活動委員という事もあり緊張をしていたようです

が、巨人ファンという事でかなり楽しんでいたと思います。

一人でＤｅＮＡを応援していた小澤崇文会員お疲れ様でし

た、次回に期待しましょう。 

 寺澤委員長始め親睦活動委員会の皆さん準備から大変ご

苦労様でした。おかげで楽しいスポーツ例会でした。あり

がとうございます。(文：北島会報副委員長) 

 

 

ホームランにタオルを振って声援   横浜の応援をする小澤(崇)会員↑ 

                          夜景を見ながらディナータイム⇒ 

                              乾杯：山口パスト会長           
今年のスポーツ例会は、東京ドームのデイゲーム巨人ｖ

ｓ横浜ＤｅＮＡ戦の観戦です。一行 40名は、お昼にバスで

国立を出発し、東京ドームに向かいました。寺澤親睦活動

委員長が巨人ユニフォームを着用しバス内での巨人応援歌

を流し、ジャイアンツタオルを配り、色々と盛り上げてく

れました。車中での例会が終わるころには一部を除いて会

員・ご家族の皆さんは「気分は巨人ファン」となっており

ました。 

 東京ドームに到着後 24 番ゲートよりＤｅＮＡファンの

隣の３塁側ポールよりの席に座って応援をしました。試合

は巨人がＤｅＮＡに逆転勝ちをしました。ＤｅＮＡが先制

し、苦しい展開でしたが原監督が２回途中で先発の高木

(勇)選手に見切りをつけると交代した高木(京)選手、利根

選手が好投し、５回に坂本選手の犠飛で追いつくと６回に

村田選手がレフトスタンドに勝ち越しのソロホームラン、

アンダーソン選手の代打スリーランホームランで突き放

し、戸根選手のプロ初勝利となりました。 

  


