
 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 28年 3月 2日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ          遠藤(常)委員長 

開会点鐘                   木島会長 

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                  木島会長  

飯沼 克美様 （東京国分寺 RC 会長） 

 小川 泰正様 （  〃    会長エレクト） 

 藤岡 秀樹様 （  〃   50周年広報委員） 

東京国分寺 RC50周年式典のご案内 

昨年開催した 50周年記念チャリティゴルフには大勢

の参加ありがとうございました。 

1966年 5月 17日に誕生いたしまして 50年になりま

す。今年 5月 17日に式典を開催いたします。記念公演

として和太鼓の演奏を聴いていただきます。今年度の

クラブテーマ「飛翔エンジョイロータリー」に合わせ

たマークにいたしました。カワセミが宇宙に向って飛

び立つ絵柄です。今後も 60周年・70周年・100周年ま

でいこうという気持ちです。全会員が皆様のご来訪を

是非お待ちしておりますので、多くの参加登録をして

いただきますようにお願いをします。 

 

 

 

会長報告                       木島会長 

●地区 第 3期新会員オリエンテーション開催 

 日時 3月 11日もしくは 4月 18日  

15時～17時 

 場所 3/11ガバナー事務所ビル内 

    4/18 メルパルク東京 

 出席 入会 3ヶ月を目安 

●米山奨学生期間終了式 

 日時 3月 17日（木） 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 参加者 デウィさん・佐伯カウンセラー 

●国立市教育委員会より 当クラブから 4 月の小学校新

1年生のためのランドセルカバーが国立市へ納品され、

御礼状が届きました。 

幹事報告                   本間幹事 

●3月のロータリーレートは１ドル 116円です 

委員長報告    

●岡田新世代委員長  

作文集が出来上がり、各小学校に配布することができ

ました。記念品としてファイルも差し上げました。学校

によって行き違いが多少あり時間が掛かってしまいまし

た。岡本貞雄会員・木島会長には大変ご協力をいただき

ました。ありがとうございました。 

●小澤(崇)社会奉仕委員長  

クリーン多摩川のお知らせ  

前回は天候不良で中止になっておりますので、3/13は

多くの参加をお願いします。また今回は開催に先立ち 30

周年の表彰も行われます。 

クラブフォーラム 

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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3月誕生月の時田会員・宗村会員・岡本正伸会員・ 

山崎会員 

理事会報告                            木島会長 

●クリーン多摩川について 3/13メイクアップ扱い 

●くにたちさくらフェスティバルについて 

 4/2はメイクアップ扱い・4/3は 11時例会点鐘 

●東京立川 RCとの合同例会について 

 4/1(金)ピエトロにて開催・3/30の例会振替 

 立川 RCからは 80名の方が参加予定ですので、当ク

ラブは全員参加でお願いいたします 

●古賀会員が 1 月末で退会されました。またお時間が

できるようになったら参加してくれると思います。 

●新世代委員会「命の大切さ」を考える作文集を 2 月

中に学校に届ける事ができました。岡本貞雄会員には

改めて御礼申し上げます。お世話になりました。 

今月の各種お祝い             寺澤親睦活動委員長 

入会記念月 

遠藤常臣会員（在籍 14年） 

長嶋孝子会員（在籍 2年） 

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） 

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 

ニコニコＢＯＸ         大神田親睦活動委員 

●東京国分寺RC 本日は例会の貴重な時間をいただき

ありがとうございます。5 月 17 日の創立 50 周年記念

式典には多くの会員の皆様が参加して下さいますよう

祈念してニコニコします。 

●木島会長 先週は地区大会への出席ご苦労さまでし

た。東京国分寺ロータリークラブ飯沼会長、小川エレ

クト、藤岡様のご来訪を歓迎いたします。50周年おめ

でとうございます。いよいよ春本番これからが楽しみ

ですね。 

●本間幹事 先日の地区大会ご苦労様でした。東京国

分寺ロータリークラブ飯沼会長・小川次年度会長・藤

岡会員、本日は 50周年のご報告にご来訪ありがとうご

ざいます。すみませんロータリーの友忘れました、来

週配布します。 

●小澤孝造会員 結婚記念の御祝を頂きありがとうご

ざいます。56回目ともなると･････ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●五十嵐会員 お祝いをいただきありがとうございま

す。健康に気をつけてまいります。国分寺 RCの 50周年

おめでとうございます。小川会員には大変お世話になっ

ております。 

●時田会員 今月 22日 77回目の誕生日、これからの目

標は毎日 1万歩元気良く歩くことです。来年の今頃、リ

タイアしているかも知れませんが頑張ります。 

●宗村会員 明日は 3 月 3 日私の 78 才の誕生日です。

全国の老女善女が笑顔にて白酒で乾盃してくれます。幸

せ者です。女房共々お祝い品ありがとうございます。 

●小川会員 国分寺 RCの小川様、藤岡様 50周年式典の

ご案内においでになり歓迎申し上げます。 

●内山会員 結婚祝、ありがとうございました。 

●村上会員 家内の誕生日プレゼント、有難うございま

す。 

●岡本正伸会員 誕生日のお祝を頂き、有難うございま

した。 

●山崎会員 お誕生のプレゼント、ありがとうございま

した。 

●荘原会員 妻の誕生祝い、ありがとうございます。こ

れからもきっときっと課題ありですが、夫婦仲良く元気

で行きます。 

●新世代委員会（岡田会員・岡本貞雄会員・岡本正伸会

員・寺澤会員・長嶋会員） “命の大切さ小学校 6年生

による作文集”が出来上りました。皆様のご協力・ご助

言、本当にありがとうございました。国立市教育委員会

にご報告とお礼に伺い、各小学校には作文集と国立まち

づくり協会のご協力で国立のキャラクター“くににゃん”

のファイルを合わせてお届けしました。初めての事でし

たので、学校より手順等わかりにくい事もあったようで

すが、おおむね好評でした。ありがとうございます。 

ニコニコ BOX 合計 38,000円 累計 1,065,000円 

出席報告           五十嵐出席奨励委員長 

 ３月 ２日 在籍４７名中 出席４１名   

  前々回（2月 17日） 出席率  95.0％    

閉会点鐘                    木島会長 


