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の哲学を実践しよう｣の考え方のご説明をいただきま

ニコニコＢＯＸ
大神田親睦活動委員
●内山会長 今晩の会長・幹事を励ます会、楽しみに

した。また、地区に新しい委員会が 3 つ設置されまし

しております。飲み過ぎない様に注意をします。

た。｢オリンピック・パラリンピック支援委員会｣｢クラ

●喜連(元)幹事 本日は国立市商工会で 3 年がかりで

ブサポート委員会｣｢奉仕プログラム委員会・奉仕研究

検討して来た国立市の商業まちづくり案がまとまり、

委員会｣です。その中で、奉仕研究委員会より「新サイ

芸小ホールにて 2 時 30 分から発表座談会が開催されま

ト「あなたの貢献でロータリーを変えよう」開設のご

す。時田園さんもパネラーとして出られる由、応援し

案内」のご案内があります。アクセスをしてみてくだ

たいと思います。

会長・幹事会が開かれました。大槻ガバナーから｢奉仕

さい。ドメイン：http://houshi-kenkyu.net/
RI の大幅な規定変更の話題がありました。1.人頭分

ニコニコ BOX 合計 7,000 累計 169,000 円

出席報告

小川出席奨励委員

担金が毎年 4 ドル 3 年間かけて上がることについて、

７月２０日 在籍４８中

RI の職員数・報酬等などの質問がでました。ガバナー

前々回(7 月 6 日) の出席率 93.48％

からはこれらの説明は受けていないとのことでした。

閉会点鐘

出席４３名
内山会長

R 財団の 100 周年に際して 1 クラブの寄付目標額
2,650 ﾄﾞﾙと出ましたが、地区で目標を達成予定は 10
数％のクラブしかなく、協力要請がありました。
世界の会員の減少傾向があるそうです。現状は、多
摩中グループ 13 クラブで約 600 名。第 2750 地区は 9
グループで 100 クラブで約 4,900 名ですから、当クラ
ブは平均の人数になると思います。東京にはもう一つ
第 2580 地区があります。日本には 34 地区あり、2278
クラブ、約 90,000 人の会員がいます。RI の世界全体で

会長・幹事を励ます会 2016.7.20(水)マスタッシュ

RI 第 2750 地区 多摩中グループ
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理事・委員長 就任挨拶 ②
直前会長

今年度は、会員投稿記事を掲載するよう努め、更なる内
容の充実を図っていきたいと考えています。

木島常明

1 年間の経験を活かして、必要なこ

主な事業計画ですが、会報の発行に関わる記念日・卓

とは全身全霊でサポートして参りた

話者・お客様の撮影、例会卓話の録音、移動例会・イベ

いと思います。退任挨拶では 3 年半、

ントの記録など例年どおりのことですが、月 1 回以上を

健康には随分気をつけましたとお話

目標に会員投稿欄を実現したいと考えております。投稿

ししましたが、まだまだ大丈夫な様で

欄は会員情報コーナーとして趣味やプライベートな出来

す。今年度は無任所ですので何かありましたらお声を掛け

事、成果、自慢話等、ロータリー活動以外でのボランテ

ていただきたいと思います。何処にでも馳せ参じますので、

ィア活動など自由に書いていただこうと考えています。

よろしくお願いいたします。

委員会からの投稿依頼の他、自薦他薦、特に自薦を歓迎

副幹事

いたします。また、移動例会などで投稿をお願いするこ

寺澤 武

ともあります。

なにぶん不馴れなので、喜連幹事

会報の更なる発展のために務めて参りますので、よろ

の動きをしっかり見つめながら、今
年 1 年しっかり勉強させていただき

しくお願いいたします。

たいと思います。

プログラム委員長

山崎義晴

4 人の委員会で、少し平均年齢の

また、次年度は小澤会長エレクト
の下で幹事を務めるわけですけれども、今年度に入り、

高い委員会なりましたが、よろしく

色々と皆様方にご協力を仰ぐ点が多数あると思います。

お願いいたします。

勉強しながらお願いするところはお願いしたいと思いま

方針といたしましては、内山会長

すので、心良く引き受けていただければ幸いです。よろ

はクラブのテーマを「行動しよう・

しくお願いいたします。

前進しよう！」としています。プログラム委員会として

出席奨励委員長

は、会長テーマの趣旨を守り、想像力豊かな企画を計画

遠藤直孝

していきます。

出席委員会は初めての経験でござ
いますが、ベテランの委員に助けて

事業計画は、会員が感銘できるような、知らない世界

いただいて、大船に乗ったつもりで 1

の卓話。話題性の高い卓話。新会員による楽しい卓話な

年間やっていきたいと思います。

ど、企画していますのでご期待ください。
会員増強委員長

方針といたしましては、内山会長

関 重寿

が提言する今年度クラブテーマ「行動しよう・前進しよ

委員会には当クラブの錚々たるメ

う！」を実践するためにより多くの会員に積極的な奉仕

ンバーを選抜していただきまして、

活動に参加していただきたいと思います。委員会として

ありがとうございました。方針とい

例会への出席を奨励する活動を展開していく予定でござ

たしましては、国際ロータリー会長

います。

ジョン・ジャーム氏のテーマ「人類

事業計画といたしまして、例年どおりではございます

に奉仕するロータリー」また国際ロータリー第 2750 地区

が、毎例会で出席グッズの準備と片付け、例会での出席

大槻哲也ガバナー氏のテーマ「クラブと地区との信頼関

報告 、メイクアップの徹底の呼び掛け、例会欠席時の事

係を柱に～」そして当クラブの内山健治会長「行動しよ

務局への事前連絡を取っていただくことの呼び掛け、年

う・前進しよう！」を踏まえ委員会の活動をしていきた

度末には年間 100％出席を達成した方への記念品の贈呈

いと思っております。
事業計画といたしましては、増強目標を純増 2 名。他

を計画しております。よろしくお願いいたします。
クラブ会報委員長

の委員会とも協力し合い退会防止、楽しいクラブ活動に

大庭敏也

し、新会員増強をしやすくする。

入会してから 1 年半でまだまだ解

純増 5 名くらいを目標にしておられる方もいますので、

らないことが多いですが、経験豊富
なメンバーにしっかりと助言を受け

それに沿って頑張っていきたいと思いますので、ご協力

ながら運営していきたいと考えてお

をよろしくお願いいたします。

ります。

ロータリー情報委員長 時田千弘

方針といたしましては、クラブ会報を通じてロータリ

当委員会は少数精鋭 3 名でやって

ークラブ活動についての会員の共有意識を高め、市民そ

いきますので、よろしくお願いいた

の他多くの方々にロータリークラブの活動を広めるよう

します。方針・事業計画につきまし

ロータリー活動の活性化・拡大に寄与をします。加えて

ては概況書 13 ﾍﾟｰｼﾞをお目通しいた
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だきたいと思います。

仕の一つである「職業奉仕委員会」の活動方針は新会長

情報委員会としての役割を触れたいと思います。私が

の方針でもある「行動しよう：前進しよう」を念頭に、

新入会員になった時に不思議なこととして、何故鐘を鳴

職業を通じて社会に奉仕していくという理念の基に、行

らすのか、ロータリーソングを何故歌うのか。これらに

政などと協力して国立市の産業、福祉、教育、防災の発

吃驚いたしました。多分新会員も驚いた方がいるかと思

展に資するように委員会を進めていきたいと思っており

います。開会・閉会の点鐘は、ロータリーは時間に始ま

ます。

って時間に終わる、そのための鐘です。この鐘は時間を

事業計画といたしましては、親睦委員会と協力の基に、

大切にしようということで、特に終わりは 1 秒でも遅れ

納涼家族例会に参加して放送事業を学習するため NHK 放

てはいけないと語っています。

送センターを見学して、放送事業の重要性や課題につい

この例会時間の管理は、ＳＡＡがすべてを管理すると

て知見を深めます。そして、プログラム委員会、SAA 委員

いうことです。またＳＡＡの権限は非常に大きいです。

会と協力して地元国立市の産業振興、街作り、防災、教

たとえば、これまでに会長と会員のトラブルがあった時

育などの施策を聞き、会員の職業を通じてどのような社

にＳＡＡが静止をしました。それだけの権限が与えられ

会奉仕ができるかを勉強して、会員の理解を深めていき

ているということです。また、早退する時は必ずＳＡＡ

たいと思っております。1 年間よろしくお願いいたします。

に申告をして帰る。これはロータリーの決まりでござい

社会奉仕委員長

杉田和男

ます。そういったロータリーでの守り事がございますの

(はじめに 17 名のメンバー紹介)

で、自分の経験を活かした中で、また、副会長・会長エ

方針といたしましては、会長方針

レクトにも情報委員会に出席していただいて、新会員に

「行動しよう・前進しよう！」 に

色々と教えていただきたいと思っております。

基づき、継続事業を見直し、地域の

また、ロータリーの友は情報委員長にはクラブより先

ニーズに合った新しい事業を通じて、

に郵送されてきますので、特に知らせたいところは、皆

奉仕活動を広く展開していく。会員の協力のもと、親睦

さんにお知らせをしてお目通しをいただくようにいたし

を深めながら事業を進めていきたいと思います。

ます。皆さんと一緒に勉強をしながら 1 年間やっていき

事業計画といたしまして、くにたち秋の市民まつりへ

たいと思いますので、よろしくお願いします。

の参加、塞の神どんど焼きへの参加、市内小学校の新入

広報・ＩＴ委員長

学児童にランドセルカバーを配布、さくらフェスティバ

荘原 健

まず初めに、RI 会長方針の中「ロ

ルへの参加、LINK 国立への参加（財団の補助金を使用）(綿

ータリー全体の発展を望むなら、全

菓子の販売）、その他、環境フェスタ・クリーン多摩川

員が同じ方向に進まなければならな

へは自由参加といたします。

い」とあり、ガバナー方針では「ロ

1 年間、皆様の協力のもとに進めていきたいと思います

ータリーが何をしている団体である

ので、よろしくお願いいたします。

か？」という質問がなくなるようにと言われていまして、

国際奉仕委員長

そういった意味でホームページの改定をして、解りやす

村上隆秀

委員会としては 3 名で１年間行っ

くしていきます。

てまいります。

今後は情報の共有化として、My Rotary の導入が必要で、

方針としては、ジョン・ジャーム

特に新しい方はロータリーのことが解りやすくなると思

RI 会長のテーマ「人類に奉仕するロ

いますので、My Rotary 導入の趣旨と目的を説明し、その

ータリー」および地区重点目標にある「奉仕の哲学を実

導入サポートをしていきます。 100％を目標としていま

践しよう」が実践できるよう努力したいと思います。

す。例会等で定期的に行う予定です。

事業計画としては、タイの学校のトイレを改修する事

その他に、「迎春」の横断幕を谷保天満宮参道に設置。

業に参加します。今年で 4 年目となり、タイ・サラブリ

クラブの事業を通して広報活動等を行います。

の小学校すべての改修が終わります。去年に引続き委員

皆様のご協力のもと、1 年間どうぞよろしくお願いいた

長をお引き受けし、実行したいと思います。事業の完成

します。
職業奉仕委員長

時には現地で引き渡し式がございますので、是非タイに
北島正典

一緒に行きましょう。

盤石かつとても真面目なメンバー

また、世界各地で大災害等が発生した際に迅速に支援

な 4 人でやっていきたいと思います。

し、急な支出の一助に卓上募金を行い思いますので、ご

方針としては、ロータリーの五大奉

協力をお願いいたします。
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青少年奉仕委員長

長嶋孝子

事業計画としては、国立市内公立中学生の

大先輩の委員の前に新入の委員長・副委員長ですが、皆様

「命」を命題としたポスター展を 10/1(土)から

に教わりながら１年間務めて参りますのでご協力をお願いい

10/12(水)市役所のロビーに展示予定です。作

たします。方針といたしまして、未来を担う青少年の健全育

業日が土曜日ですがメイクアップ扱いになり

成活動に積極的に貢献し、RI 会長テーマ「人類に奉仕するロ

ますのでご協力をお願いします。

ータリー」・内山会長方針「行動しよう・前進しよう！」に

国立市立国立第三中学校の生徒と交換留学生

基づき実践するように励みます。

との体験学習会を 2/10 に行います。

第 2285 回例会

親睦活動委員会・職業奉仕委員会合同 落語観賞 ＆ ＮＨＫスタジオパーク見学
7 月 27 日（水）会員 35 名･ご家族 15 名･事務局の総勢 51 名の
参加で納涼家族例会が開催されました。過去にない参加となり納
涼家族例会に対する会員・ご家族の期待の大きさが感じられまし
た。
国立を出発したバスは最初の会場『新宿・末廣亭』に予定通り
13 時 30 分に到着、当クラブで末廣亭 2 階を貸し切り、ゆったり

↑NHK スタジオパーク
例会後の美味しい中華料理に各
テーブルでは話しが弾みました↓

末
廣
亭
･
桂
米
丸
師
匠

と寄席を楽しむことができました。白髪の桂米丸師匠が現れたと
きは驚きでした。大正 14 年生まれの 91 歳、ジョーズの話しには
一同笑いと感嘆につつまれました。血液型の漫談には興味津々
で、漫談とはいえ真実味？があり会員各自の血液型が話題となり
盛り上がりました。
次の、NHK をまるごと楽しむ体験型テーマパーク『NHK スタジ
オパーク』では、懐かしい番組コーナー、スタジオ・ニュースキ
ャスター体験、真田丸コーナーなどなど楽しいコーナーを見学。
例会と食事の会場となったのは、東京オペラシティ 54 階にあ
る中華の名店『東天紅』。例会も滞りなく終了し、小川副会長の
乾杯の音頭で楽しいディナーとなりました。中華料理とともに夜
景が素晴らしく、飲み物もすすみ会員の親交も更に深まり、帰り
のバスは歓談につつまれながら国立に向かいました。
素晴らしい企画を実行された親睦活動委員会・職業奉仕委員会
の皆様は大変苦労されたと思います。ここに感謝の意を表させて
いただきます。（文:大庭会報委員長）

ニコニコＢＯＸ

関(俊)親睦活動委員

●内山会長 本日の納涼例会に大変多くの会員、ご家族の方に

●小澤谷守会員 親睦・職業奉仕、両委員会には楽しい企画あ

参加頂きありがとうございました。今日は楽しんで頂ければ幸

りがとうございます。夫婦で楽しませてもらいます。

いです。親睦委員会・職業奉仕委員会の方々には大変お世話に

●山崎会員 親睦委員会、職業奉仕委員会の皆様ご苦労様です。

なりました。

楽しみます。

●喜連元昭幹事 本日は最後まで大いに楽しみましょう。

●遠藤常臣会員 本日の納涼例会、大いに楽しんでおります。夫

●小澤孝造会員 内山年度の初の行事、納涼例会楽しみです。

婦共!!親睦委員の皆様、御世話になります！

親睦さん設営御苦労様

●石塚会員 新年度の納涼家族例会に妻・美子と一緒に参加させ

●宗村会員 永生はするもんだ、こんな良い日を楽しみまし

ていただき有り難うございます。久方振りの末廣亭の落語観賞を

た。ありがとう。

楽しみにしています。

●吉野会員 本日の納涼家族例会、楽しませていただきます。

●喜連紘子会員・遠藤直孝会員・小澤崇文会員 親睦活動委員会

●小川会員・木島会員 親睦委員会、職業奉仕委員会の皆様ご

の皆様、御苦労様です。楽しんでおります。

苦労様です。色々のスケジュール楽しみにしています。まずは

●近藤会員・稲村会員 楽しい納涼家族例会をありがとうござい

末広亭でお腹をすかすことからはじめます。

ます。近藤佳子はムショに入りやすい B 型です。O 型に騙されな

●杉田会員 楽しい一時をありがとうございます。親睦委員の

い様に気をつけます。ちなみに稲村は O 型です。

皆様大変ご苦労様です。

●職業奉仕委員会(北島正典会員) 本日の納涼家族例会は楽しん

●関重寿会員 親睦委員会の皆様、大変お世話になりました。

でいただけたでしょうか。親睦活動委員会にとてもお世話になり

楽しい一日が過ごせました。今後もよろしくお願い致します。

ました。職業奉仕委員会一同感謝いたします。

●村上会員 本年度最初の行事が行われ、親睦の皆さんご苦労

●親睦活動委員会(伊藤明会員･岡田会員･秋山会員･長嶋会員･関

様です。1 年間楽しませて頂きます。

俊之会員･大神田会員･北島清高会員･鈴木会員) 本日は多数の会

●岡本貞雄会員 今日は 91 歳の米丸さんの元気な話を聴いて

員のご参加ありがとうございます。寄席・NHK スタジオパークお

元気が出ました。親睦活動委員会の皆さんのお陰で楽しい 1 日

楽しみいただけましたでしょうか。東天紅でのお食事が終るまで

を過ごしました。ありがとうございました。

全員ガンバリます。
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ニコニコ BOX 合計 69,000 円

