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ています。ロータリー歴が丸 25 年です。

東京国立白うめ RC 中里会長・東幹事

プ幹事 1 回務め、今年度会長をやらせていただきます。
今期は 20 名でスタートいたしました。皆様のご協力・

2010-11 年度の会長、東日本大震災の年です。その夏

ご鞭撻をいただきながら、少ない人数ですが一丸となっ

より地区 R 財団委員長を命ぜられ 5 年間させていただ

て、1 年間やっていきたいと思いますので、よろしくお

きました。未来の夢計画という大きな節目がございま

願いいたします。

して、当時の舟木ガバナーと GETS で勉強させていただ

東幹事

きました。一方では復興に苦労いたしました。皆様か
ら大きな浄財をいただきましたので、ご意見をいただ
きながら行った記憶がございます。地区出向がトータ

当クラブの例会場が変わりまして、大学通りのお店で
「わとわ」というお店のビルの地下になりました。
本日は、親クラブの皆様が益々ご発展なさることを祈

ルで 19 年間、いろいろ学んだと同時に、皆様にお話し

願いたします。（新例会場の地図は次ページに掲載）

ができるかと思います。特に 5 年間で東日本大震災の
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をいただき、本当にありがとうございます。精一杯頑張

●青少年奉仕委員会 開催日のお知らせ

っていきたいと思っております。川向会員の入会式もあ

・ポスター展 10/1（土）展示作業と賞決め メイクアッ

りました、早くクラブに馴れ楽しんでいただければ大変

プ扱いとします。撤去は 10/12（水）例会後に行います。

有難いと思っています。今年は、RI 規定審議会で大変大

・中学生と留学生の交流会 2017 年 2 月 10 日（金）

幅な変更がありました。今後一年間かけて詰めていきた

詳細は開催間近に委員会よりご連絡をいたしますので、

いと思います。進め方はクラブフォーラムで報告いたし

ご協力をお願いいたします。

ます。元ロータリー財団の奨学生であった太田さんを紹

●親睦活動委員会・職業奉仕委員会 納涼例会の参加人数

介いたします。国立市中にお住まいで、フランス語・英

が多くなったため、予算書の変更を承認いたしました。

語が堪能で、クラブのお役に立てる事があればという事

●国立市観光まちづくり協会

ですので、今後ご協力をいただくようになると思います。
太田さんよりご挨拶

28 年度分年会費として 2 万円の支払いをいたします。
●川向新会員の会務分担は、親睦活動委員会と社会奉仕委

本日はお招きをいただきまし

員会の所属でお願いします。

て、ありがとうございます。30

●出席委員会よりメイクアップの前後 2 週間の確認

年前になりますが 1985-86 年、

定款細則に則り、
休会した例会の前14 日と後 14 日です。

慶応大学文学部フランス文学修

移動例会で振替となっても、元の例会日の前後 2 週間です。

士在学時に、千葉県の八千代 RC

●RI 規定審議会による規定変更に伴う、クラブ規定審議

にお世話になり、フランスのア

会の進め方について

ルプスの麓にあるグルノーブル 佐伯会員と太田弥生さん(右)

会員の皆様には変更の内容を説明していませんでした

大学に行かせていただきました。その時にお世話になっ

ので、8 月 3 日のクラブフォーラムで骨子を説明いたしま

た御恩返しができていない思いでいたところ、国立 RC の

す。その後、規定審議会を設置して時間をかけて検討し、

事務所前を通りかかった時にお話しをさせていただき、

規定審議会の答申を受けて理事会で検討をし、会員の皆様

本日お呼びいただきました。イベントの受付ですとか、

に周知していくという事になります。

メーリングの人手にしていただければ幸いかと思ってお

ニコニコＢＯＸ

ります。よろしくお願いいたします。

●中里様・東様(東京国立白うめ RC 会長・幹事) 内山

幹事報告

林親睦活動委員

会長・喜連幹事、御就任お目出とうございます。今後

喜連(元)幹事

●訃報連絡

も宜しくお願いいたします。

1994－95 年度ガバナー 矢野洋四朗様が７月９日にお亡

●内山会長 本日は、鈴木ガバナー補佐・鏑木グルー

くなりになられましたので、ご報告いたします。

プ幹事、白うめロータリークラブ中里会長・東幹事の

(東京八王子ロータリークラブ名誉会員)（85 歳）

ご来訪を歓迎致します。一年間宜しくお願い致します。

●第 47 回くにたち秋の市民まつり実行委員会

川向会員の入会を心より喜んでおります。早くクラブ

日時 8 月 12 日（金）19 時 30 分

に馴れ楽しんで下さい。

場所 国立市役所 会議室

●喜連元昭幹事 鈴木ガバナー補佐ならびに鏑木グル

出席 杉田社会奉仕委員長

ープ幹事のご来訪ならびに東京白うめロータリークラ

●東京国立白うめ RC の例会場が８月より変更になります

ブ中里会長、東幹事のご来訪を歓迎致します。

新例会場 アートスペース＆ティー「わとわ」

●秋廣会員 内山・喜連丸の順風な出航お祝い申し上

国立市中 2-17-2・B1

げます。本日の鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事
様、そして友会の白うめロータリークラブ中里会長、

ＪＲ国立駅より徒歩 8 分

東幹事様の御来訪心より歓迎いたします。

月曜日 12：30～13：30

●本間会員 昨年中は大変お世話になりました。本年
度は SAA となり会員の皆様のご協力お願いします。ガ
バナー補佐のご訪問ありがとうございます。白うめロ
ータリー中里会長、東幹事一年間ガンバッテ下さい。
ニコニコ BOX 合計 24,000 累計 162,000 円

クラブフォーラム
理事会報告

内山会長

出席報告
７月１３日 在籍４８中

●2016-17 年度の期首会員数は 47 名です。7/6 に川向会員
が入会されまして現在 48 名となりました。

佐伯出席奨励委員
出席４０名

前々回(6 月 27 日) 規定休会

●年会費について 上期135,000 円とR 財団100 ﾄﾞﾙ寄付
（巣

閉会点鐘

10,200 円 合計 145,200 円となります。
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内山会長

理事・委員長 就任挨拶 ①

副会長

小川 誠

従って事業計画は各委員会と情報を共有しながら推

副会長は PETS に行った方でない

進していき、調整・サポートをしていく立場で対処し

と副会長になれないということに今

ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

年度からなりました。パスト会長に
はもっと上の方がいらっしゃいます

会 計

が、私が会長の時に内山会長には幹

引続き会計理事をさせていただ

事をやっていただきまして、副会長

きます。地味な仕事ですので、趣

を頼まれ就任いたしました。

旨は理事会の決定に従い、クラブ

秋廣道郎

副会長の役割は、会長が都合で不在の時に、クラブの

及び各委員会の活動が円滑に行わ

会合と理事会の会合において議長を務めることにあり

れるよう、厳正かつ健全な運営を

ます。また、クラブがスムーズに運営出来るように非力

行うことに尽きるのですが、今年

ではありますが全力で協力して参ります。

度は RI 規定審議会の決定等があり、人頭分担金の増額
等が会計分野にも出てきています。こういう問題につ

会長エレクト

小澤谷守

いて、会の自主性を重んじながら財政の充実を図って

今年度、会長エレクトをつとめ

いく事になるかと思います。

ることになりました。どこの委員

今期は特に内山会長がニコニコボックスの原点に戻

会にも所属していませんので、次

ってその充実を目指すと言っておられますので、皆さ

年度に向けて内山会長をよく見な

んのご協力を心からお願いいたします。

がら勉強をすることだと理解をし

また、会計は二本立てになっています。次期は新し

ております。従って今年度は、勉

い方が参加して、財政問題について関心を持っていた

強し吸収して次年度に備えていきたい、そして内山会

だけるように、工夫していただけるとありがたいと思

長のお手伝いも出来たらいいなと考えています。

っています。よろしくお願いいたします。

私の幹事には寺澤さんに務めていただきます。今年
度は副幹事として理事会にもオブザーバーで参加して、

ＳＡＡ委員長

勉強していくという事でございます。私と寺澤さんは

今年度、会長ターゲット｢行動

次年度に向けて今年度はしっかり勉強をしていきたい

しよう・前進しよう！｣を実践す

と思います。皆様のご指導お願い致します。

べく、例会時の時間配分や各委

本間康彦

員会の発表など、会長のお話や
会長ノミニー・クラブ管理運営理事

喜連元昭

卓話の発表中の私語をつつしみ

会長ノミニーと幹事とクラブ管

緊張感のある、きびきびとした

理の理事をすることになり、事務

例会とする。奉仕の気持ちを大切に思い、例会にお越

的にまだ十分でないですが、出来

しのお客様に不快感を与えない例会運営に努めたい

るだけ早く次に備えていきたいと

と思っております。

思います。

事業計画といたしまして、例会時のロータリーグッ

クラブ管理運営理事としては、

ズの設置及び撤去。第一例会では、国歌斉唱・四つの

詳細は会長から報告があると思いますが、今年はロー

テストの唱和を行う。ロータリーソングを毎月変更す

タリークラブの在り方が大きく変わっていくことにな

る。例会時の司会担当者のローテーションを組む。ク

りそうです。その中で我々としては、ロータリークラ

ールビズの実施時期の検討・実施を理事会に上程する。

ブの精神をもう一度見直しながら、いろいろな解釈か

例会時の食事の対応を出席委員会と連携し、欠席者の

ら間違った方向にいかないように、各委員会とも地区

把握をする。食事の足りない場合はＳＡＡ委員分から

の情報を共有しながら進めていく必要があるかと思い

補足する。 例会備品の整理整頓等を行い、例会場を

ます。そういう意味でも今年は大変大事な年になろう

きれいにしていきたいと思っています。皆様のご協力

かと思います。

ご指導の程を、よろしくお願いいたします。
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会員組織理事

吉野利春

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

担当の委員会には、関(重)会員

ます。

増強委員長・時田情報委員長のベ
テランのお二人ですので、何も心

Ｒ財団・米山奨学理事

配はありませんのでお任せしたい

岡本正伸

米山奨学、ロータリー財団の両

と思います。

委員会の委員長方針を尊重し、理

4 月に RI の規定審議会が行われ、

事会の場に伝えて、米山奨学・ロ

様変わりしたようですが、まだ正式ではございません。

ータリー財団の両委員会がうまく

16 年の手続き要覧が 1 月に出る予定です。それが出ま

まわるように働きかけて、結果と

してから情報委員会とともに説明をさせていただきた

して会長の目的が達成されるよう

いと思います。

に努力したいと思っています。

その中で、会員増強について、会員身分の変更がう

本日ロータリー財団の元奨学生の太田さんがお見え

たわれていますが、従来のロータリーの精神には影響

になっております。彼女を見ればロータリー財団が世

していません、文章化されたことです。地域社会・世

界に奉仕をしているかが解ると思います。

界に向けて奉仕の意欲のある人、その集まりがロータ

米山奨学委員会は奨学生を受け入れるだけですが、

リアンであると明記されています。ですから、従来の

ロータリー財団は受け入れることも、送りだすことも

増強で結構だと思いますので、会員の皆様のご理解を

あります。ポリオも財団の基金から撲滅を目指してい

いただきまして増強をしていただきたいと思います。

ます。世界的な平和活動のためにお金を使っている訳

一年間よろしくお願いいたします。

でございますので、この委員会はお金がかかります。
是非協力を一年間よろしくお願いいたします。

クラブ広報理事

岡本貞雄

ロータリアンの 3 大義務として、

国際ロータリー第２ゾーン

出席の義務・会費を納める義務・

抜粋

ロータリー財団ニュース

ロータリーの友を読む義務があり

7 月号

第 2 ゾーン財団ニュースを発信します

ます。

今年度テーマ「人類に奉仕するロータリー」

私達広報は My Rotary の登録

ロータリー財団創立 100 周年を認知する
ポリオプラス

100％を目指しております。いずれ
ロータリーの友がペーパーレスになるということで、

ポリオ撲滅は現在も重要な目標です。

おそらくパソコン等を通じてしかロータリーの情報が

達成まであともう少しですが、
さらに 多くの資金

とれないことになりそうです。

が必要とされています。
子供達を生涯ポリオから守る

そこで今年度は My Rotary に 100％登録を目指して

ために、皆さまのご支援、そして多くの方にアドボカ

委員長が活動をしている最中です。登録して活用しま

シー（支援の呼びかけ）をお願いいたします。

すと、ロータリーの地域は勿論のこと、他のクラブの

野生株によるポリオ症例数

こと、地区のこと、RI のこと全部載っておりますので、
そこから知識を得てロータリー活動に活用していただ

2016 年
1 月 1 日～
5 月 18 日
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ーガン「行動しよう・前進しよう！」の精神で、奉仕

エチオピア

0

0

1

プロジェクトにご協力いただいて、ロータリアンの自

ソマリア

0

0

5

覚を持って、楽しく 1 年間過ごせるように努力してい

世界合計

17

74

359

けたらと思います。よろしく１年間お願いいたします。
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奉仕プロジェクト理事

常
在
国

近藤佳子

奉仕プロジェクトは「職業奉仕」
「社会奉仕」 「国際奉仕」「青少
年奉仕」です。先程もありました

常
在
国
以
外

ように、奉仕イコール ロータリー。
奉仕に意欲のある方たちの集まり
なので、本年度のクラブ運営スロ
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国

パキスタン

