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第 2393 回例会報告

日　　時：平成 31 年２月６日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　　　　寺澤委員長
開会点鐘　　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
斉　　唱：国歌「君が代」
　　　　　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　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
佐々木稔郎様　東京昭島中央 RC　会長
西野　勝介様　　〃　　創立 30 周年式典実行委員長
■ご挨拶　　　　 　東京昭島中央 RC　佐々木稔郎会長
　　●東京昭島中央 RC・創立 30 周年式典のご案内

　創立 30 周年式典を 4 月 17 日にフォレストイン昭和
館にて開催いたします。どうか多数のご臨席をお願いい
たします。喜連会長から貴クラブの 50 周年の案内をい
ただきまして当クラブからは 20 名の参加をさせていた
だきます。喜連会長とは幹事時代からの付き合いです。
これから先も縁があるようです。国立 RC さんはこれま
でに「他人の子供を叱る運動」「ちびっこふれあい合宿」

「チャイルドライン」など素晴しい奉仕活動をしていら

してます。私達も記念事業として子供を支援する「子ど
も食堂」「車いすを贈る」子供を中心にした奉仕活動を
行っております。これらを式典に伝えますので、どうぞ
ご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。
会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
　東京昭島中央 RC の佐々木会長はご趣味でご自宅に素

晴らしい薔薇園をやっていらして、100 万本の薔薇と言

ってもいいくらいだそうで、5 月にオープンハウスをお
やりになるということです。
　クラブでは「子ども食堂」を、苦労されて軌道にのせ
られたそうです。1 回に 100 人くらい集まるそうです。
私共もこれから勉強させていただきたいと思っております。
幹事報告      　　 　　　　　　　  　　　小澤崇文幹事　
●米山友愛 RC「米山奨学生・米山学友　研究発表会」
　日時　3 月 9 日（土）例会 9 時 30 分
　　　　　　　　研究発表会 10 時～ 12 時　　　
　場所　ホテルニューオータニ
　会費　4 千円　参加申込は事務局まで
● 2019-20 年度　ロータリー手帳の申込
　申込 2 月 25 日迄に事務局へ　5 月下旬お渡しです
委員長報告      　　 　　　　　　　   
●林青少年奉仕委員長　いよいよ 12 日に交歓会が開催
となります。看板を作りまして三中に立てることになり
ました。24 名の会員の皆様の参加となっています。
●鈴木親睦活動委員長　グアム親睦旅行に参加される方
は 13 日例会終了後お残り下さい。集合時間等のご連絡
をいたします。
クラブフォーラム
理事会報告　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
●中学生と留学生との交歓会　内容は青少年奉仕委員長
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内山会員夫人・幸子様
関重寿会員夫人・雅子様
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　　  長嶋親睦活動委員
●佐々木稔郎様 ( 東京昭島中央 RC)　皆さん今日は！今
日は貴重な時間ありがとうございます。30 周年の御来
訪心からお待ちしています。
●喜連元昭会長　東京昭島中央ロータリークラブより会
長の佐々木稔郎様、創立 30 周年実行委員長の西野勝介
様ようこそお越し下さいました。周年行事が１ヶ月違い
で開催となりますがお互い成功に向けて頑張りましょう。
●小澤崇文幹事　東京昭島中央 RC の佐々木会長、西野
実行委員長、御苦労様です。当会の 50 周年も宜しく御
願い致します。
●津戸最会員・津戸弘樹会員　去る２月３日節分追儺式
には多数のロータリアンのご参列のもと盛大に斎行でき
ましたことを感謝申し上げます。昭島中央 RC 西野様・
佐々木様のご来訪を歓迎いたします。　
●小川会員　２月は誕生月です。77 回目を迎えること
が出来嬉しく思います。これからは自愛し一日も長生き
し、父親の年令 (93 才 ) に近付こうと思っております。
昭島中央RC西野様･佐々木様のご来訪歓迎申し上げます。
●関重寿会員　妻の誕生月の記念品有難うございます。
久しぶりに妻の笑顔が見られそうです。今日 1 日が楽し
く過ごせそうです。
●内山会員　家内の誕生祝いありがとうございます。家
に着いたらすぐに渡します。
●秋廣会員・岡本正伸会員　昭島中央ロータリークラブ
の西野様お久しゅうございます。ようこそいらっしゃい
ました。30 周年には万難を排して参加します。
●佐伯会員　結婚記念のお祝いありがとうございます。
＊ニコニコ BOX　合計 49,000 円　累計 1,504,000 円
出席報告　　　　 　　   　　　  　三田出席奨励委員長
　 2 月 6 日　在籍 50 名中　出席 39 名 
　 前々回 (1 月 23 日 )　出席率　100％ 
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　   　        喜連元昭会長

▲誕生月の小川会員と林会員

より報告済み。予算 138,600 円は委員会費からです。
●親睦旅行について　内容は鈴木親睦活動委員長より報
告済み。親睦活動委員会費・50 周年事業からの補助も、
当初のとおり承認しました。
● 19-20 年度地区委員の承認　千葉伸也会員の地区委
員の継続が承認されました。
｢公共イメージ委員会・クラブ広報支援委員会　委員｣
●地区「ロータリーデー」の開催　5 月 12 日（日）赤
坂サントリーホール前の広場にて開催されます。イベン
トとして「3 年後の自分に手紙を書く」。当クラブにも
お手伝いの割り振りがあります。興味のある方は参加・
お手伝いをご検討ください。
●多摩中グループ IM の開催　5 月 16 日（木）フォレ
ストイン昭和館にて 16 時より。詳細は改めてお知らせ
します。5月15 日の例会の振替です。
● 50 周年事業の経過報告　岡本正伸式典委員長より
　プログラムがまとまりました。お食事も試食会をして
決まりました。50 周年のリハーサルを 3 月 6 日例会で
行います。ロータリーソングの伴奏を津戸綾音さんにお
願いしています。ご家族の方にはお客様のお迎え等のお
手伝いをお願いします。男性はダークのスーツで場にふ
さわしい服装、女性もそれなりの服できていただきたい
です。壇上に立つ方はできれば黒でおいでください。役
割は後日ご案内いたします。皆様のご協力をお願いいた
します。
● 50 周年オープニングムービー ( 案 ) の視聴　岡本貞
雄記念誌委員長より　画像が鮮明でないところ等不具合
がいくつかあります。ご覧いただいてご意見をください。
今月の各種お祝い 　　　　　　     鈴木親睦活動委員長
入会記念月
小澤孝造 会員（在籍 44 年）
高柳栄造 会員（在籍 45 年）
津戸　最 会員（在籍 43 年）
時田千弘 会員（在籍 36 年）
岡本正伸 会員（在籍 23 年）
木島常明 会員（在籍 14 年）
北島正典 会員（在籍 9 年）
北島清高 会員（在籍 3 年）
鈴木政久 会員（在籍 3 年）
三田幸子 会員（在籍 2 年）
会員誕生月
小川　誠 会員（4 日）
林　幸司 会員（18 日）
二階堂由佳 会員（10 日）
夫人誕生月


