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行動しよう・前進しよう！
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6 月 ロータリー親睦活動月間
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時：平成 29 年 6 月 7 日（水）

会

場：例会場

司
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17-18 派遣性激励会
日時 6 月 18 日（日）14 時 45 分

開会点鐘
斉

第 31 号

青木委員

場所 オリンピック記念青少年総合ｾﾝﾀｰ

内山会長

出席 寺澤副幹事・

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

北島(正)次年度青少年奉仕委員長
●多摩中グループ 新旧会長・幹事引継会
日時 6 月 19 日（月）18 時

お客様の紹介

内山会長

会長挨拶
内山会長
5 月は例会が少なくてお久し振りな感じです。6 月は
年度の最終月でございます。最後の理事会も先程終わ

場所 立川グランドホテル
出席 16-17 内山会長・喜連幹事
17-18 小澤会長・寺澤幹事
村上ガバナー補佐･山崎グループ幹事

りました。5/14 のＬＩＮＫくにたちには大勢の方に参

●地区第 4 回クラブ会長・幹事会

加いただきました。地区補助金を活用した事業でした。

日時 6 月 21 日（水）15 時

その後は親睦旅行でしたが、私は参加できませんでし

場所 帝国ホテル

たが、山崎会員がマンホールに落ちたと聞き、早速電

出席 内山会長・喜連幹事

話をしましたところ、大事にならなくて本当に良かっ

●多摩中グループ 新旧会長・幹事引継会

たです。あと 1 ヶ月よろしくお願いをいたします。

日時 6 月 19 日（月）18 時

◆会員増強賞の授与

場所 立川グランドホテル

地区クラブサポート委員会より感謝状とバッヂの授与

出席 16-17 内山会長・喜連幹事
17-18 小澤会長・寺澤幹事

三田幸子会員の紹介者

村上ガバナー補佐･山崎グループ幹事

岡本貞雄会員と近藤佳子会員

●6 月のロータリーレートは１ドル 110 円です

委員長報告
●寺澤副幹事 次年度の会員住所録に訂正のある方は
事務局に早急にご連絡をお願いします。

クラブフォーラム

内山会長

理事会報告
●退会者について 2 名
幹事報告

喜連(元)幹事

●地区青少年交換 16-17 来日生修了式および

5 月 31 日付 石塚会員、6 月 30 日付 大庭会員
●LINK くにたちの報告

杉田社会奉仕委員長

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/
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天候に恵まれ大勢の方に参加いただきました。ご協
力ありがとうございました。報告書は配布しました。
イベントの綿あめ約 500 本、ミニバルーンは 3 分交代
で 5 時間、
約 400～500 人の子供に楽しんでいただけた
と思います。
●親睦旅行の報告

伊藤明親睦活動委員長

会長からも報告がありましたが、いろいろハプニン
グがございましたが、
無事に終えることができました。
収支の内容は配布させていただきました。人数が少な

6 月誕生月の木島会員･本間会員･近藤会員

かった分当初予定より支出を抑えることができました。

関 重寿会員（在籍 24 年）

ご協力ありがとうございました。

青 木 健会員（在籍 14 年）

●第 2 回くにたちアートビエンナーレの協賛について

伊藤達弥会員（在籍 8 年）

協賛と寄付のお願いがきました。クラブからは 1 万

会員誕生月

円の寄付をすることにいたしました。

村上隆秀会員（8 日）

●6 月 28 日 最終家族例会の時間について

本間康彦会員（4 日）

17 時 SAA 委員・親睦活動委員 準備のために集合

木島常明会員（13 日）

17 時 30 分 受付開始

近藤佳子会員（16 日）

18 時 開会点鐘 の予定といたします。

伊藤達弥会員（24 日）

参加申込みは受付中です、14 日までには返事をお願

夫人誕生月

いします。

本間会員夫人・純代様

の報告 村上委員長より 5 月に現地視察に行かれた報

ニコニコＢＯＸ
林親睦活動委員
●内山会長 いよいよ私の最終月になりました。6 月

告が理事会にありました。本日はお休みされています

28 日の最終例会まで宜しくお願い致します。

ので、時間がある時に詳しく報告していただきます。

●喜連元昭幹事 新年度入りに向けて、次期理事・委

●吉野パスト会長より CLP について（奉仕プロジェク

員の皆様も何かと忙しいと思います。円滑な引き継ぎ

トの会計がニコニコボックスに頼っているのは何故か

よろしくお願いします。

について） 10 年位前に CLP(ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ)とし

●本間会員 誕生日のお祝、ありがとうございます。

てクラブ組織の運営強化を図る意味で RI からの指示

ロータリー最終月の誕生なので良い区切りと思ってお

で行った訳です。長期に渡ってクラブ強化を図り、財

ります。

政の適正化を図るようにという意味でした。方法とし

●木島会員 誕生祝いありがとうございました。一人

て地区の財務担当者からの提案に基づいて現在の形に

前に腰痛で悩まされていますが、あらためて年令を感

なりました。クラブ運用面と奉仕活動を分けました。

じる毎日です。

これはアメリカの型式です。
当クラブでも 40 周年の時

●近藤会員 今年も無事に誕生日を迎える事が出来

にこの形式にしました。大変クラブの財政状況が解る

ました。誕生祝の品をありがとうございました。

ようになりました。奉仕活動はニコニコが資源になっ

ニコニコ BOX 合計 14,000 累計 1,509,000 円

ていますので、ご理解をいただき、クラブに対するご

出席報告
佐伯出席奨励委員
６月 ７日 在籍４７名中 出席３９名

●国際奉仕委員会 タイのトイレ改修プロジェクト

支援をいただきたいと思います。
喜連紘子会員からの質問＝ロータリーは奉仕団体だと

前々回(5 月 24 日) の出席率 92.50%

思っています。運営の基盤をしっかりするよりも、奉

前々々回(5 月 17 日)の出席率 95.24%

閉会点鐘

仕活動に対する支出基盤をしっかりする方が本来の姿

内山会長

ではないかという疑問があります。また、クラブの会
計は一つでも把握できるのではないかと思います。

「第 14 回ＲＹＬＡセミナー」開催のお知らせと受講生

内山会長＝奉仕活動をニコニコボックスに頼っている

推薦のお願い（青少年指導者を養成するプログラム）

会計は、
クラブとしても検討していければと思います。

開催期間 ：2017 年 10 月 7 日（土）～9 日（月／祝日）

今月の各種お祝い

応募資格 ：地区内に居住、勤務または通学する 20 歳以
上 30 歳以下の男女で地区内ロータリークラ

入会記念月

ブから推薦を受けた者

吉野利春会員（在籍 31 年）
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