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第 2401 回例会報告

日　　時：平成 31 年 3 月６日（水）　
会　　場：例会場　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　北島正典副委員長
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「奉仕の理想」
　　　　　「四つのテスト」
お客様の紹介　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
柴宮幸子様　創立 50 周年式典総合司会者
小松正典様　体験入会
幹事報告　
● 19-20 年度　第 3 回多摩中グループ協議会
　日時　3 月 7 日（木）18 時
　場所　立川グランドホテル
　出席　19-20 年度　遠藤会長・喜連幹事
● 18-19 年度　第 11 回多摩中グループ協議会
　日時　3 月 25 日（木）18 時
　場所　国立「鍋一」
　出席　18-19 年度　喜連会長・小澤幹事
●国立市より　ランドセルカバー御礼状　掲示
●地区より　グアム地区大会御礼状　掲示
●東京多摩 RC50 周年記念式典のご案内
　日時　5 月 11 日（土）16 時点鐘
　場所　京王プラザホテル多摩
　登録　15,000 円　締切 4/12
●地区より　ロータリーデー用ポロシャツ販売
　半袖ポロシャツ 3,000 円、申込は 3/20 までです

● 3 月のロータリーレートは１ドル 110 円です
委員長報告
●北島清高社会奉仕委員長　くにたちさくらフェスティ
バルが 4 月 6 日・7 日に開催されます。4/10 の例会の

振替を７ 日の 11 時より行います。案内を配布しました。
よろしくお願いいたします。
●時田ゴルフ同好会幹事　明日 7 日に開催の幹事杯が小
金井カントリーで行われます。皆さん現地集合でお願い
します。
クラブフォーラム
理事会報告
●中学生と留学生との交歓会の収支報告書　予算は予定
通り　報告書を配布しました。
●くにたちさくらフェスティバル　案内を配布済み
● 3 月 27 日の例会を、50 周年式典の打上げを兼ねて
夜間例会で開催します。場所は公民館近くのピッツエッ
ト、18 時 30 分点鐘。会費は 3,000 円です。ご案内は
改めていたします。
50 周年記念式典のリハーサル　 
岡本正伸式典委員長より当日のスケジュール・役割の説

▲谷保天満宮の梅林（３月６日）
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▲誕生月の時田会員、山崎会員、岡本（正）会員、山岡会員

明。総合司会：柴宮さん、例会司会：寺澤 SAA 委員長
の進行により、式典の次第に沿ってリハーサルを行った。
今月の各種お祝い 　　　　　　 　 鈴木親睦活動委員長
入会記念月
遠藤常臣 会員（在籍 17 年）
長嶋孝子 会員（在籍 5 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）
山岡眞茂 会員（28 日）
夫人誕生月
村上山会員夫人・真弓様
青木会員夫人・光世様
小澤崇文会員夫人　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 　　  　 　　　二階堂親睦活動委員
●喜連元昭会長　去る 2 月 23 日のグアム地区大会への
参加者の皆様におかれましては青空の見えないグアムと
云う千載一遇のチャンスに恵まれ、大変お疲れ様でした。
50 周年記念式典で司会を努めて頂く柴宮幸子さんよろ
しくお願いします。体験入会でお越しの小松正典さんを
歓迎します。
●小澤崇文幹事　グアムに行かれた皆様、御苦労様でし
た。うちの北島正典が御迷惑をお掛けしました。申し訳
ありませんでした。
●時田会員　今日 50 周年記念司会をして頂く柴宮幸子
さんに来ていただきました。皆様宜しくお願いします。
誕生日のお祝有難うございます。おかげ様で成人式 4 回
目となりました。5 回目の成人式を目指しがんばります
( 笑う )。
●関重寿会員　柴宮さん御苦労おかけします。当日はそ
の美声を会場へ響かせていただければと思います。
●村上会員　本日は体験入会で小松正典さんが見えてい
ます。皆さん宜しく。妻の誕生祝いを頂き有難うござい
ます。
●岡本正伸会員　誕生日のお祝ありがとうございます。
すっかり忘れていました。柴宮さん本日・来週と宜しく
お願いします。
●山崎会員　誕生日月の記念品ありがとうございます。
やばいです。69 才だ。
●岡田会員・三田会員・山岡会員　先日のグアムでの地
区大会ご苦労様でした。あいにくの台風の中、鈴木委員

長・間島さんには大変お世話になりました。ありがとう
ございました。
●秋山会員　グアムの旅行では皆様にケイタイ電話紛失
( 帰宅カバンの中にあり ) で大変ご心配おかけしました。
台風の中でのゴルフは 12 ホール中断のため優勝するこ
とができましたので大ニコさせて頂きます。
●鈴木会員　グアム旅行お疲れ様でした。台風・スコー
ル、陽を見たのは帰る日だけでした。また役立たずでス
ミマセンでした。
●本多会員　妻治美の誕生日のプレゼントありがとうご
ざいます。
＊ニコニコ BOX　合計 46,000 円　累計 1,643,000 円
出席報告　　　　 　　   　　　　     小川出席奨励委員
　 3 月 6 日　在籍 51 名中　出席 44 名 
　 前々回 (2 月 20 日 )　出席率　100％ 
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　   　        喜連元昭会長

■創立 50周年記念式典・祝賀会のリハーサル　
　クラブフォーラムの時間を利用して、１週間後に迫っ
た「創立 50周年記念式典・祝賀会」のリハーサルを行っ
た。まず、オープニング・ムービーの試写に続いて、当
日のプログラムに沿って、総合司会の柴宮さんと SA の
寺澤会員を中心に、次のような次第を確認しながら、本
番さながらにリハーサルをした。
●開会点鐘
●来賓・参加クラブ紹介
●物故会員への黙祷（パワーポイント投影）
●会長挨拶
●記念事業目録贈呈
●感謝状の贈呈
●閉会点鐘
　また、岡本（正）式典委員長から、当日の集合時間、
集合場所、役割分担など、細かな説明があった。
　

１週間後に迫った

　　記念式典 ・祝賀会




