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●2015 年 4 月のネパール大地震への義援金の経過報告

内山会長

1.地震の被害状況: 3 万人を超える死傷者（死者 8,959 人）

唱：国歌斉唱
ロータリーソング「我等の生業」

家屋、学校損壊
2.救援活動：ブルーシート シェルターボックス、緊急食料支援、

四つのテスト

家屋･学校再建、ロータリークラブの支援活動他

お客様の紹介

内山会長

会長挨拶

内山会長

3.現在までの収支報告: 収入合計 153、579,192.93
支出合計 44,489,444.16（単位 NPR）復興活動継続中

先週の納涼家族例会では多くのご参加をありがとう

4.支援に対する感謝ほか

ございました。これからもよろしくお願いいたします。

＊第 2750 地区からの義捐金 総額：3,951,291 円

日曜日に都知事選挙がありました。商工会に関わって

送金先：国際ロータリー第 3292 地区-ネパール（1/2）と

いた時に、三多摩格差について都に要望して参りました。

ネパール政府 （1/2）

主な 3 点として、高速道路の高井戸から八王子を首都高 クラブフォーラム
速に入れて欲しい。電話番号を 03 に統一してほしい。3 理事会報告

内山会長

つ目は中央線の複々線化が三鷹までなので延伸してほ ●竹巻三千子会員より退会願が出ましたので承認いたし
しい。多摩地域の人口 400 万人という中で、小池都知事

ました。

には三多摩に目を向けるように、我々も努力していかな ●伊藤一彦会員の病気による出席免除願を承認いたしま
ければいけないだろうと思っています。

した。

本日のクラブフォーラムでは、RI の規定審議会での ●ロータリー情報委員会 時田委員長より
大幅な変更についてお話をさせていただきます。

幹事報告
喜連(元)幹事
●高校生のインターンシップ受入募集について

・新会員の皆様には、他クラブの例会に参加していただ
きたいと思います。紹介者が連れていくのがベストな
方法だと思いますが、今年度は情報委員会で国立白う

実施対象校 都立第五商業高等学校

め RC の例会にメイクアップに同行いたします。
是非体

実施期間

11/15～17 の間の 2 日間

験してみてください。

受入人数

１社あたり 2～5 名

ご協力いただける事業所がありましたら、お願いい

・ロータリーの友 8 月号の記事の紹介
8 ページ｢ロータリー財団の歴史｣・36 ページ｢例会出席

たします。

は義務ですか？楽しみですか？｣是非お読みいただい

●8 月のロータリーレートは、１ドル１02 円です。

て、楽しんで例会に出るように心掛けて出ていただけ

●2750 地区Ｗｅｂサイトドメイン変更

ればいいと思います。

新ホームページ www.rid2750.org

●例会場の喫煙場所について 受付の後方での喫煙はお

RI 第 2750 地区 多摩中グループ

東京国立ロータリークラブ

会長

内山健治

幹事：喜連元昭

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
事 務 所：東京都国立市谷保 5234-1
TEL:042-575-0770
FAX:042-572-8666
E - M A I L：kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp
WEB：http://kunitachi-rc.com/
会報委員：大庭敏也・秋廣道郎・遠藤常臣・伊藤達弥

客様の対応に良くないため、2 階の廊下に衝立を用意し
ました。そちらでの喫煙にご協力をお願いいたします。
管理は SAA 委員会でお願いします。
●「国立市社会を明るくする運動」協賛金として、1 万
円の支払いが承認されました。
●RI 規定審議会の変更に伴うクラブ規定審議会を設置
委員は継続性を考慮し、直前・現・次期の会長と幹事
の 6 名と、
パスト会長より 4 名(吉野会員・岡本貞雄会員・
岡本正伸会員・秋廣会員)の計 10 名で構成。

8 月誕生月の長嶋会員・関（俊）会員・北島（清）会員・鈴木会員

委員長は木島直前会長に決定しました。

ロータリークラブのあり方について皆で考える大事な

●事務局の夏季休暇は 8/15(月)～19(金)、この期間の連

議案が提案されますので、よろしくお願いします。

絡は喜連幹事にお願いします。

●津戸会員 ロータリークラブ愛煙家の皆様には申し

●納涼家族例会の収支報告 親睦活動委員長休会のため

訳有りませんが、ロビーにての喫煙が禁止になりまし

北島(正)職業奉仕委員長より報告 詳細は配布済み

た。お陰様でカーテンのクリーニングをしなくて済み

●7/13 来会の元 R 財団奨学生の太田早苗さんについては、 そうです。
今後お手伝いいただける場合はお願いしていくことにい

●吉野会員 今月は妻の誕生月です。ニコニコいたし

たしました。

ます。記念品ありがとうございます。

●創立 50 周年記念式典の準備会を、
今年度の下半期に発

●本間会員 7/27 の納涼家族例会では大変失礼いたし

足することにいたします。

ました。以後、気をつけます。

■資料①2016 年規定審議会 採択制定案の要約

●千葉会員 妻の誕生祝いをありがとうございます。

資料②2016 年規定審議会での一部決議に関する見解

広報も頑張ってまいります！

（内山会長より、資料に基づき RI の 2016 年規定審議会

●長嶋会員 誕生プレゼントありがとうございます。
いくつになってもプレゼントは嬉しい物です。大切に

の変更内容が説明されました。）

させて頂きます。

今後、日本語版の｢2016 手続要覧｣が 2017 年 1 月に発行さ
れる予定です。クラブ規定審議会でしっかり討議をし、ク

●関俊之会員 誕生月のお祝をありがとうございます。

ラブフォーラムの場を通じて会員皆様の合意を得ていきた

ついこの間、還暦のお祝だったのにもう 61 才、早い!!

いと考えています。また、地区の見解に沿って取り組んで

●北島清高会員 いよいよ 60 才です。まだまだ子供で

いきたいと思っております。

すが･･･誕生祝ありがとうございます。

今月の各種お祝い

●鈴木会員 今月は誕生日です。プレゼントありがと

岡田親睦活動副委員長

■入会記念月

うございます。

五十嵐一典 会員（在籍 35 年）
小川

ニコニコ BOX 合計 32,000 累計 270,000 円

出席報告

誠 会員（在籍 28 年）

山崎 義晴 会員（在籍 15 年）

８月３日 在籍４７中

■会員誕生月

出席３８名

前々回(7 月 20 日) の出席率 93.62％

閉会点鐘

長嶋 孝子 会員（19 日）
関

喜連(紘)出席奨励委員

俊之 会員（18 日）

北島 清高 会員（12 日）
鈴木 政久 会員（9 日）
■夫人誕生月
吉野 会員夫人・益世様
千葉 会員夫人・映見様

ニコニコＢＯＸ
高柳親睦活動委員
●内山会長 先日の納涼例会に多数の会員ご家族の方
がご参加を頂きありがとうございました。今年度の最初
の事業が盛会裡に終了しホットしている所です。これか
ら宜しくお願い致します。
●喜連元昭幹事 本日のクラブフォーラムでは今後の
2

内山会長

