
 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  

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：大庭敏也・秋廣道郎・遠藤常臣・伊藤達弥 

会長 内山健治 幹事：喜連元昭 

RI 会長テーマ ROTARY SERVING HUMANITY 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

日  時：平成 29年 2月 1日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ            本間委員長 

開会点鐘                    内山会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

四つのテスト 

お客様の紹介                           内山会長 

益子悦雄様 地区青少年交換委員長(東京立川 RC) 

榎戸岩雄様 東京立川 RC 

清水千春様 東京立川 RC 

■ご挨拶 益子地区青少年交換委員長 

 来年度の来日生のホストクラブのお引受けをいただ

けるという意思表示をもらいましたので、御礼方々お

邪魔させていただきました。来年はいろんな国との交

流を考えまして、国を増やし 10ヵ国から来ることにな

りました。ホストクラブ、ホストファミリーとしてご

面倒をお掛けする事があるかもしれませんけれど、と

ても素晴らしいプログラムですので、是非楽しんで参

加いただければと思っています。 

 また、2月 10日の中学生と来日生との交流会ではお

世話になります。よろしくお願いします。 

入会式 三田幸子会員   バッヂ贈呈：杉田パスト会長                    

紹介 岡本貞雄会員 

 ご承知の通り、故三田浩一さんの奥様でございます。

三田さんが 28年間在籍中は、色々な催し物に出席され

たので皆さんすでにご承知だと思います。テニスラン

ド国立を経営されていまして、お嬢さんのご家族との

5人家族です。趣味はテニスとゴルフで健康的趣味で 

 

 

 

 

 

あります。きょうは歓迎の為に立川から榎戸さんと清

水さんがいらして下さいました。本当にありがとうご

ざいました。 

挨拶 三田幸子会員 

 この度岡本さんと

近藤さんのご推薦を

いただきまして入る

ことになりました。

浩一も亡くなって早

いもので 1年 4か月

経ちます。事業のテニスランド国立を引き継ぎまして

頑張っております。どうぞ皆様よろしくお願いいたし

ます。 

入会式 平川貴浩会員   バッヂ贈呈：村上パスト会長                    

紹介 内山会長 

 前回、大神田支店長からご紹介がありましたので簡

単に紹介します。多摩信用金庫・国立支店の支店長さ

んです。ご自宅は昭島市宮沢町で、ご家族は奥様と 2

人の子供さんの 4人ご家族です。 

挨拶 平川貴浩会員 

 この度、東大和支店から

国立支店に着任しました。

国立支店は昭和27年3月に

オープンしまして 65 年に

なります。私で 23代目の支

店長です。代々国立 RCの皆

様にはお世話になっております。まだまだ微力ですが、

地域のためロータリーのため、一生懸命取り組んで参

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

クラブ会長テーマ  

行動しよう・前進しよう！ 

W e e k l y  R e p o r t 
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会長挨拶                       内山会長 

 本日は三田さんと平川さんの入会で嬉しいです。会

員数も増えました。ニコニコが大変多くて、三田さん

の入会はご主人も含めて会員が奥様の入会を願ってい

たのかと思います。2月 10日の交流会では留学生がき

ますので、時間のある方は第三中学校で見ていただけ

れば有難いと思っています。2 月 22 日の地区大会は、

これまでとスケジュールが違い、昼食後にクラブ紹介

となっていますので出席をお願いをします。 

幹事報告                    喜連(元)幹事 

●2月のロータリーレートは１ドル 116円です。 

●ロータリー財団と米山記念奨学会からの、確定申告

用をメールボックスに入れましたのでお持ちください。 

●下期年会費の振込がまだの方手続きをお願いします。 

委員長報告                     

●長嶋青少年奉仕委員長  

2 月 10 日金曜日の 10 時より、国立第三中学校にお

きまして「中学生と交換留学生との交流会」を行いま

す。出席をお願いします。参加はメイクアップ扱いと

なります。 

●山崎プログラム委員長 今後の卓話の予定 

 2月 8日 関俊之会員 

 2月 15日 立川消防署 勇勢課長 

 3月 15日 髙橋茂樹ロータリー財団委員長 

 これらの方々にお願いしてありますので、楽しみに

してください。 

クラブフォーラム                     

理事会報告                     

●多摩中グループＩＭについて 実行委員：喜連幹事 

 開 催 日 4月 12日（水）15時 

 基調講演 水野正人氏 ミズノ(株)会長 

 卓    話  元ロータリー財団奨学生 

分担金 2,000 円はクラブより、参加登録料について

は問合せ中です。来週から出席確認を行います。 

●東京国立白うめ RCとの合同例会 

 3 月 8 日（水）は合同夜間例会を当クラブ例会場に

て 18時点鐘、会費 3,000円で行います。 

●MY ROTARYの登録推進について 荘原広報･IT委員長 

 大槻年度では、MY ROTARY の導入率アップを目指し

ています。目的はパソコンで会員同士の情報共有を上

げていく事です。ITの活用は時代の流れだと思います。

導入の方法は 3 月の例会から解り易くお伝えさせてい

ただき、どうしても出来ない方には代行で行うことも

考えています。一人でも多くの方に馴染んでいただき

たいと思います。 

●新会員 2 名の会務分担は、親睦活動委員会・社会奉

仕委員会といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月誕生月の小川会員・平川会員 

今月の各種お祝い                     

■入会記念月 

小澤孝造会員（在籍 42年） 

高柳栄造会員（在籍 43年） 

津戸 最会員（在籍 41年） 

時田千弘会員（在籍 34年） 

岡本正伸会員（在籍 21年） 

木島常明会員（在籍 12年） 

北島正典会員（在籍 7年） 

大庭敏也会員（在籍 2年） 

北島清高会員（在籍 1年） 

鈴木政久会員（在籍 1年） 

■会員誕生月 

 小川 誠会員（4日）  

林 幸司会員（18日） 

平川貴浩会員（6日） 

■夫人誕生月 

内 山 会員夫人・幸子 様 

関(重) 会員夫人・雅子様 

伊藤(一)会員夫人・恵美子様 

ニコニコＢＯＸ          川向親睦活動委員 

●益子悦男様(地区青少年交換委員長) 2月10日には

来日生達がお世話になります。又次年度には来日生を

お引受けいただけることになり感謝いたします。吉野

さんには大変お世話になっております。 

●安藤明義様･清水千春様･榎戸岩雄様(東京立川 RC) 

私達の親友 三田浩一さんの夫人 幸子さんの入会祝い

に伺いました。末永く優しくしてください。宜しく御

願いします。 

●内山会長 益子青少年交換委員長、立川 RC の榎戸

様･清水様、ようこそいらっしゃいました。歓迎致しま

す。益子委員長には 2月 10日の交流会ではお世話にな

ります。三田さん、平川さんの入会おめでとうござい

ます。ロータリーライフを楽しんで下さい。 

●喜連元昭幹事 地区青少年交換委員会委員長 益子

悦男様、東京立川 RC榎戸様・清水様、ようこそお越し

下さいました。 

●小澤孝造会員 テニスランドの三田幸子さんと多
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摩信用金庫の平川支店長さんのご入会を歓迎致します。

ロータリーライフを楽しんで下さい。 

●高柳会員 1 月は私共夫婦で誕生月でした。お祝い

いただきありがとうございました。 

●津戸会員 三田幸子さんの入会を心から歓迎いた

します。わざわざ立川 RC榎戸さんを初め多くの方の応

援に、心からお礼申し上げます。 

●時田会員 本日の新会員 平川貴浩さん、三田幸子

さんの入会を大歓迎いたします。 

●吉野会員 三田幸子さん、平川貴浩さんのご入会を

歓迎いたします。並びに地区青少年交換委員会 益子委

員長のご来訪を歓迎いたします。 

●小川会員 今月は誕生月です。喜んで良いのか悲し

んでいいのか？後期高齢者の通知を頂いての思いです。

本日入会の三田幸子さん、平川貴浩さん歓迎申し上げ

ます。ロータリーライフを楽しんで下さい。 

●関重寿会員 妻の誕生日の品、有難うございました。

妻の長生を願いつつ… 

●村上会員 三田幸子会員の入会を大歓迎致します。

立川 RCの私と同期会長の清水様、狭山ゴルフクラブで

お世話になっている榎戸様、益子様のご来会を歓迎し

ます。 

●岡本貞雄会員・岡本正伸会員・秋廣会員・近藤会

員 三田さんと平川さんのご入会を心から歓迎し、

今後のご活躍を期待いたします。今日は特に浩一さ

んも喜んでいますよ。 

●小澤谷守会員 三田幸子さん・平川貴浩さんの入

会、大歓迎です。これからロータリーを楽しみなが

ら一緒に頑張りましょう！ 

●遠藤常臣会員 三田幸子さんの御入会心より歓迎

申し上げます。三田さんとは家が近所で、親子共々

御世話になっております。RC での活躍期待しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●本間会員 新入会員 三田幸子様・平川支店長ご入

会おめでとうございます。ご活躍期待してニコニコ

します。立川ロータリークラブ益子様のご来訪あり

がとうございます。 

●木島会員 早や 2 月、皆さんの仲間に入れていた

だいて今月で丁度 12年になります。やっと小学校卒

業の年令になりました。平川さん、三田さんのご入

会を歓迎いたします。大いに楽しんで下さい。 

●喜連紘子会員 三田さん・平川さんのご入会、大

歓迎します。三田さんとまたチョッピリお酒を楽し

む機会が出来たら嬉しいです。平川さん、若さを思

う存分発揮して下さい。期待しています。 

●佐伯会員 三田幸子・平川貴浩両会員のご入会おめ

でとうございます。特に三田会員には多摩中グルー

プテニス大会では会場提供等、特別なご配慮とご参

加を頂戴して参りました。今後はクラブ会員として

なお一層のご活躍とナイスプレイを期待しています。 

●稲村会員・岡田会員・長嶋会員 三田幸子様・平

川貴浩さまの入会、心より歓迎申し上げます。これ

から毎週お会い出来うれしく思います。 

●川向会員 青少年交換委員長の益子様には、私が開

業に当っての推薦人および事務所開設の際お世話に

なりました。今後とも御指導よろしくお願いします。 

●ゴルフ同好会(時田会員・遠藤常臣会員・遠藤直孝

会員) 今年度第 2回ゴルフ同好会が 1月 24 日に武

蔵カントリークラブで開催。4名が同ネットで年齢順

にて時田千弘優勝、準優勝 遠藤常臣、第 3 位 遠藤

直孝でしたのでニコニコさせていただきます。 

ニコニコ BOX合計 78,000 累計 1,192,000円 

出席報告           喜連(紘)出席奨励委員 

   ２月 １日 在籍４８名中 出席３７名   

 前々回(1月 18日) の出席率 94.87％     

閉会点鐘                     内山会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー月信 2月号 配信のお知らせ 

皆さん、こんにちは！国際ロータリー第 2750地区ガ

バナー月信・年次報告委員会委員長の松林智紀と申し

ます。 

さて、ガバナー月信 2月号が発行されました。今月

のガバナーメッセージは、いよいよ迫ってきた地区大

会に向けての抱負、職業奉仕についての大槻ガバナー

の思い、そして職業分類表の活用と会員増強との関係

についてです。最後の職業分類表と会員増強の関係に

ついてのお話は、大槻ガバナーがクラブ公式訪問の際

にクラブの会長幹事の方によくお話しした内容という

ことですのでぜひご一読ください。 

 

また、職業奉仕の意味がいまだによくわかっていな

い入会 5年の私、松林が蓮池攻職業奉仕委員長に職業

奉仕の意味について恥をさらしながら伺ってきました

ので、その対談記事も掲載させていただきました。ガ

バナーメッセージとあわせてぜひご一読ください！ 

ガバナー月信 2月号は以下でご覧いただけます。 

① 各クラブに配信した PDFファイル 

② 第 2750地区 webサイト

（http://www.rid2750.org/gml/ 

2017/gml201702.pdf） 

＊QRコードからもアクセスできます！ 
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ロータリー財団ニュース 1月号 

ロータリーがファウンドレイジングから栄誉ある賞を受賞

しました 

ロータリー財団が、米国のファンドレイジンク協会

（AFP）より「Award for Outstanding Foundation」（卓

越した財団）賞を受賞しました。 

この賞は、経済支援、イノベーション、他社への奉仕、

公的な課題への取り組みを通じた慈善活動に献身し、

優れたリーダーシップを発揮している組織に贈られる

ものです。ロータリー以外で、本賞を受賞している組

織は、ケロッグ財団、コーメン財団、マッカーサー財

団など、著名な財団ばかりです。 

本賞の審査委員長によれば、選考の大きな理由は、ロ

ータリーによる包括的なポリオ撲滅キャンペーンであ

るとしています。また、ロータリーはきれいな水の提

供から、次世代の平和構築者の育成まで、幅広い活動

を支援するために、目的が明確で組織立ったアプロー

チを適用しているとも言及しています。 

AFP会長で、CEOのジェイソン・リーさんは、「ロータ

リーという名前は多くの人に知られていますが、ロー

タリーとロータリー財団が世界中の人びとや地域社会

にもたらしているインパクトの大きさを知っている人

は少ないのではないでしょうか」と話されました。 

ロータリー財団がCNBCより慈善団体トップ3に選ばれる 

さらに、米国の有名テレビ局「CNBC」が、毎年恒例の

「2016年に世界を変えた慈善団体トップ 10」を発表し、

その第 3位にロータリー財団が選ばれました。第 3位

という評価の理由として、疾病予防、水と衛生、母子

の健康に特化したプロジェクトをはじめ、世界で最も

緊要な人道的問題に取り組むために 200以上の国・地

域で 120万人の会員が協力していることが挙げられま

した。ポリオ撲滅活動も高く評価されています。 

補助金センター開設 

この度、オンラインで利用できる「補助金センター」

が開設されました。これは、以前の補助金申請ツール

に代わるもので、よりスムーズに手続きを行う事がで

きます。ご利用ください。 

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース 

 ハイライトよねやま 202号 

《今月のピックアップ記事》  

2017-18年度地区米山記念奨学委員長セミナー 

開催報告  

 12月 13日、2017-18年度の地区米山記念奨学委員

長を対象とした第１回セミナーを開催しました。  

 午前は、小沢一彦理事長からのあいさつに続いて、  

安増惇夫理事（第 2700地区）による講義・全体会議

「米山奨学事業の疑問に答える」が行われました。

事前アンケートの結果をもとに参加者の意見を引き

出しながら進められ、大変好評でした。午後は、特

色ある取り組みについての事例研究と、「奨学事業

全般」「理解促進から寄付増進へ」「共に学ぶ事業」

「多様な国からの採用」の 4テーマに分かれて、グ

ループディスカッションが行われました。 

終日にわたる盛りだくさんのセミナーでしたが、

講師、参加者の皆さまのご協力により、各地区の経

験や情報を共有する有意義な機会となりました。 参

加者アンケートからも、「全てが参考になり良かっ

た。まねることから 始めて、より良い委員会運営を

目指したい」「米山奨学事業の目指すところ、意義

について改めて認識を深めることができた」「委員

長の役割が分かった。学友会も大切にしたい」など

の声をいただきました。 終了後の懇親会では、地区

を越えた委員長同士のネットワークづくりを図って

いただき、「米山○×クイズ」でさらに知識を深め

ていただきました。 第２回セミナーは、5月 31日に

開催予定です。  

これから開催される海外学友会の総会関連情報  

・マレーシア： 2017年 2月 18日（土）学友会設立

記念パーティ 18:30-21:00（19:00開始） 

Hotel Jen Penang (CHA, Level 2)  

・ミャンマー： 2017年 2月 25日（土）学友会創立

総会 セドナホテル  

・タイ： 2017年 3月 18日（土）定期総会  

*前国王喪中につき非公開で開催  

・モンゴル： 2017年 5月 14日（日）定期総会  

写真募集！ 

50周年記念誌に掲載する写真を募集中です。  

米山に関連する、特に古い写真を歓迎。紙焼き写

真可。締切は 1月 20日。送付先は下記担当まで 

 

そのほかの記事は、ぜひ PDF版をご覧ください。  

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/h

ighlight202_pdf.pdf 

 


