
 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 3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「奉仕の理想」 

四つのテスト 

お客様の紹介                         内山会長 

会長挨拶                     内山会長 

 地区大会には大勢の方に出席いただきまして、あり

がとうございました。充実した内容で良かったと思い

ます。来週は白うめＲＣとの夜間例会です。一人でも

多くの方にご参加いただきたいと思っています。関俊

之会員の申し出で聞き酒の会をやります。賞を用意し

ています。 

 今年度ＰＥＴ健診のご案内をして受けた方もいらっ

しゃいますが、混んでいるようです。私も受けたとこ

ろ精密検査要といわれ、癌センターで検査しところポ

リープがありました。受けて良かったと思っています。

まだＰＥＴ健診はロータリーの割引がありますので受

けてみてください。 

幹事報告                    喜連(元)幹事 

●来週は国立白うめ RC との合同夜間例会で、18 時点

鐘です。お酒の用意もありますのでお車は控えてお出

でください。 

●17‐18年度 第 2回多摩中グループ協議会 

 日時 3月 14日（火）18時 

 場所 パレスホテル立川 

 出席 小澤(谷)会長エレクト・寺澤副幹事 

 

 

 

 

 

●17-18年度 会長エレクト研修セミナー(PETS) 

 日時 3月 21日・22日 

 場所 京王プラザホテル 

 出席 小澤(谷)会長エレクト 

     次期：村上ガバナー補佐・山崎グループ幹事 

●3月のロータリーレートは １ドル 116円です。 

委員長報告                    

●時田ロータリー情報委員長 3 月のロータリーの友

誌で 6 ページ「ロータリーとは」「ロータリーの誕生

とその成長」「ロータリーの目的」が解り易く書かれ

ています。是非新会員にはお読みいただきたいです。 

クラブフォーラム               内山会長 

理事会報告                           

●「くにたちさくらフェスティバル」について 

杉田社会奉仕委員長 

 4月 1日・2日に例年どおりジャンボバルーンを行い

ます。2日は 3月 29日の例会振替です。時間等は、ご

案内を配布してありますので参照ください。 

●「ＬＩＮＫくにたち」参加について   喜連幹事 

 みんなが繋がりを持って交流しようという目的のス

ポーツイベントです。5月 14日に大学通りを歩行者天

国にして開催します。メインはリレーマラソンで1,000

名くらい参加いたします。その他に、ふれあいゾーン

での各種イベントがあり、その中にクラブとしてミニ

バルーンで子供たちに遊んでもらい、綿あめを作って

サービスをするという企画です。 

会長：地区補助金を使って綿あめ製造器と音響機器を

贈呈しました。クラブでの初事業です、ご理解の上参

加願いたいと思っています。 

クラブ会長テーマ  

行動しよう・前進しよう！ 
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●イベント用テントについて  

軽くて簡単に開閉できるテントを 2 つとサイドウオ

ール 4枚を購入することにしました。 

●親睦旅行について     岡田親睦活動副委員長 

5月 21日・22日に草津温泉と富岡製糸場に行くこと

になりました。5月 24日の例会の振替です。お申し込

みを受付しますので、多くのご参加をお願いいたしま

す。詳細はご案内を配布してあります。 

●3月 15日の例会時間の変更について 

 例会場の都合により 13 時開会、14 時閉会とします

ので、お間違いのないようにお願いいたします。 

●事務局の賃貸借契約更新について  

 引越をして 3 年経ち更新の時期になりました。更新

料をお安くしてもらい、更新をいたします。 

●「手続要覧 2016」について RIの大幅な変更があり

ましたので、クラブで購入をして全員に配布すること

にいたします。 

◆ＭＹ ＲＯＴＡＲＹについて   荘原広報･IT委員長 

 マイロータリーは、ロータリーの情報

共有のための場です。会員の導入率 50％

以上を目指しています。登録の仕方の解

らない方、アドレスをお持ちでない方、

パソコンをお持ちでない方には委任状を

ご提出していただき、お手伝いをさせていただきます。 

今月の各種お祝い                     

■入会記念月 

遠藤常臣会員（在籍 15年） 

長嶋孝子会員（在籍 3年） 

■会員誕生月 

 時田千弘会員（22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 

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 

本 多 会員夫人・治美様 

ニコニコＢＯＸ          長嶋親睦活動委員 

●内山会長 先日の地区大会には、大変多くの会員に

ご出席頂きありがとうございました。今後もＩＭ等行

事が続きますが宜しくお願い致します。 

●喜連元昭幹事 先週、5月 14日に行われる「リンク

国立」の実行委員会に対し、当クラブから、綿あめ製

造器と音響機器の贈呈が行われました。実行委員長と

してここにお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

3月誕生月の時田会員・岡本正伸会員・山崎会員 

●時田会員 本日お誕生日のお祝有難うございます。

今年の目標は公式戦でエージシュートを目指して頑張

りたいと思います。 

●村上会員 妻の誕生日プレゼントを頂き有りがと

うございます。 

●岡本正伸会員 誕生日のお祝いを頂き有難う御座

います。本日 61歳になりました。 

●山崎会員 誕生日月のプレゼント、ありがとうござ

います。 

●青木会員 妻の誕生日祝、ありがとうございます。 

●荘原会員 妻の誕生日祝い、ありがとうございます。

今年も家族仲良く、協力体制で頑張ります。本日マイ

ロータリーのお話しを少しさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

●本多会員 妻、治美のバースディープレゼントをあ

りがとうございます。 

ニコニコ BOX合計 24,000 累計 1,271,000円 

出席報告             佐伯出席奨励委員 

    ３月 １日 在籍４８名中 出席３９名   

 前々回(2月 15日) の出席率  97.78％     

閉会点鐘                   内山会長 

東京武蔵国分寺 RC 創立 25周年記念例会 

3月6日(金)パレスホテル立川で開催された記念例会

に、会長・幹事が招待されお祝いに参加しました。式典

は物故会員への黙祷から始まり、全員でロータリーソン

グを斉唱したのち大槻ガバナーをはじめ数々のご来賓

の紹介と続き、最後に特別寄付金の贈呈が行われました

が、地元の社会福祉法人や消防少年団など地元貢献に配

慮されたものとなっており、武蔵国分寺ロータリアンの

人柄がしのばれるものでした。 

記念講演は元・電通エグゼクティブクリティブディレ

クター本田亮氏で、さすがに電通時代に「ピッカピカの

一年生」(小学館)や「こだまでしょうか？」等今も記憶

に残る数々のキャッチフレーズを飛ばして一世を風靡

しただけあって、体験談を通じた仕事のやり方について

の話は含蓄がありかつ身につまされる内容でした。ピン

チや苦境を逆に楽しんで処理する考えやダブルブッキ

ングをいとわずそれをうまくこなしていくやり方など、

忙しい働き盛りのロータリアンにも参考になったので

はないでしょうか？宴の部では和太鼓の響きを聴きな

がら美味しいお料理とお酒で盛り上がり、約 150人の参

列者は皆お腹いっぱい、祝福の気持ちいっぱいでお開き

まで楽しみました。 （幹事：喜連元昭） 
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谷保天満宮例会場にて、午後６時より、東京国立白う

め RCとの合同夜間例会が行われました。 

第１部 例会 

 例会は、東京国立 RC、SAA本間委員長の司会で始ま

りました。東京国立 RC第 2313回例会、東京国立白

うめ RC第 1004回例会として、東京国立 RC内山健治

会長・中里芳治会長が点鐘を行い、全員でロータリ

ーソング「奉仕の理想」を斉唱しました。 

 出席報告は、東京国立 RCは、遠藤直孝出席奨励委

員長、東京国立白うめ RCは成瀬大輔委員長がそれぞ

れ行いました。 

 ニコニコボックスは、東京国立 RCは岡田みどり親

睦活動副委員長が、東京国立白うめ RCは石井伸之委

員が行いました。 

 その後、東京国立 RC内山会長が「東京国立白うめ

RCとの合同夜間例会を相互の親睦と交流が深まる有

意義な例会として盛会となることを願います。本日

利き酒を用意して頂いた東京国立 RC関俊之会員、東

京国立白うめRC原田洋示会員及び内山肇会員のご協

力に感謝し、大いに楽しみましょう」と会長挨拶を

述べられました。 

最後に、東京国立白うめ RC中里会長により例会の

閉会点鐘が行われました。 

第２部 懇親会   

親睦会は、東京国立 RC喜連幹事の司会で始まりま

した。乾杯の挨拶は、東京国立 RC第 19代会長である

津戸最会員が、「東京国立白うめ RCとの合同の例会

は、数年前までは、昼間、まさに梅の香と花を愛でな

がら、梅園で行っておりました。近年は、夜間で梅は

見ることはできませんが、利き酒を楽しみながら、交

流と親睦を深めましょう」と挨拶され、全員で乾杯し

ました。 

その後、各席ごとに会食しながら、国立 RC及び国

立白うめ RC相互の交流を深めました。 

 東京国立 RC村上隆秀会員が、ひれ酒を特別に用意

してくださり、その都度、マッチで酒を何度も飛ば

し、大変暖かく美味しいひれ酒を皆で賞味しました。 

村上次期ガバナー補佐、心配り有り難うございました。 

・・・利き酒のイベント・・・ 

東京国立 RC関会員の案内で、東京国立白うめ RC

原田会員及び内山会員のご協力のもとに、利き酒のイ

ベント（四つの日本酒を飲み、それがどの日本酒であ

るかを当てるクイズ）を、にぎにぎしく始めまし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立白うめ RC中里会長と国立 RC内山会長 

た。多くの方が参加し、試飲しながら手元に配られた

紙（純米吟醸・淡麗吟醸・山廃純米原酒・佳撰酒 

と記載されている）に、試飲した A、B、C、Dのどれ

に当たるか書いてもらいました。 

 その結果、全問正解者は、ただ一人で、なんと東京

国立 RCの小澤谷守会長エレクトでした。２問正解者

は、東京国立 RC喜連元昭幹事・三田幸子会員・山崎

義晴会員・本間康彦会員でした。利き酒の正解者は、

東京国立 RC会員ばかりで、これはなんと表現してい

いのかわかりません。東京国立 RC会員には、飲んべ

えが多いということでしょうか？  

さて、全問正解で優勝の小澤谷守会員の挨拶は、「実

は、数日前から風邪気味で、鼻水はでるし、香りもほ

とんど分からない状態でしたので、全問正解には、自

分自身驚いています。それでも、全問正解したのは、

やはり、酒を見分ける私の舌は優れていたのでしょう

ね・・来年もやりましょう。」とのことでした。二問

正解者は 3名で、三田幸子会員・山崎会員・本間会員

でした。それぞれ会長賞・幹事賞を貰いました。 

最後に、国立白うめ RCの三田友一会員と内山会長

エレクトから次年度に予定している創立 25周年のお

知らせがあり、今年度の国立白うめ RCの東一良幹事

が締めの挨拶をされて、楽しかった「利き酒懇親会」

を終わりました。（秋廣会報委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひれ酒に火を入れる村上会員 
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ニコニコＢＯＸ         

●内山会長 本日の合同例会には多数の会員の方に

ご参加頂き、ありがとうございます。「利き酒の会」を

開いて頂き厚く御礼申し上げます。会員の皆様には楽

しんで頂ければ幸いです。 

●喜連元昭幹事 本日の合同例会は皆で楽しく飲み

ましょう。 

●小澤孝造会員 国立白梅ロータリークラブと合同

の例会楽しみです。宜敷くお願いします。 

●津戸会員 白梅 RC との合同例会楽しく過ごしまし

ょう。 

●五十嵐会員 白梅ロータリークラブとの合同例会、

楽しみにしております。 

●時田会員 白うめロータリークラブとの久し振り

の合同例会、一夜を楽しみたいと思います。 

●吉野会員・岡本貞雄会員・秋廣会員・遠藤常臣会員 

合同例会の開催によって両クラブが交流し、奉仕の力

が増強することを期待します。 

●喜連紘子会員 桜咲く 3 月 30 日に生まれました。

お祝いを頂き、有難うございました。今夜の合同例会、

楽しみにしておりました。 

●会報委員会（大庭会員・伊藤達弥会員） 東京国立

白うめロータリークラブとの合同例会、楽しみにして

おりました。 

●職業奉仕委員会（北島正典会員・石塚会員） 東京

国立白うめロータリークラブ様との合同例会、楽しみ

にしております。より親睦を深めたいと思います。 

●SAA 委員会(本間会員・近藤会員・北島正典会員)  

東京国立白うめロータリークラブとの年に 1度の合同

例会、国立クラブ SAA委員会として、粗相の無いよう

例会を進めていきたいと思います。1 日、お楽しみ下

さい。 

●親睦活動委員会（伊藤明会員・岡田会員・秋山会員・

長嶋会員・川向会員・三田会員・平川会員） 東京国

立白うめロータリークラブ合同例会、楽しみにしてい

ました。親睦を深めたいと思います。 

ニコニコ BOX合計 47,000 累計 1,318,000円 

出席報告        遠藤(直)出席奨励委員長 

   ３月 ８日 在籍４８名中 出席３８名   

 前々回(2月 22日) の出席率  92.5％      

 

 

 

 

 

 

 

利き酒に挑戦中の会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立白うめ RC会長賞 小澤谷守会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立 RC会長賞 三田幸子会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立白うめ RC幹事賞 山崎義晴会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立 RC幹事賞 本間康彦会員 
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