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日  時：令和 4 年 6 月 1 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               小川委員 

開会点鐘                  本間会長 

国歌斉唱              立席・清聴 

ロータリーソング唱和「それでこそロータリー」 

四つのテスト 

会長報告               本間会長 

本日はありません。 

幹事報告               遠藤直孝幹事 

●多摩中グループ新旧会長・幹事引き継ぎ会 

 日時 ６月９日（木）18 時 

 場所 パレスホテル立川 

 出席 21-22、22-23 年度 会長・幹事 

●22-23 年度 第 1 回地区公共イメージセミナー 

 日時 6 月 27 日(月) 14 時 30 分 

 場所 JP タワー ホール＆カンファレンス 

 出席義務者 本多 クラブ広報理事・委員長 

       千葉 地区公共イメージ委員 

●地区第三回クラブ会長・幹事会 

 日時 ６月２８日（火）15 時 

 場所 ホテル雅叙園東京 

出席 本間会長・遠藤直孝幹事 

●22-23 年度 地区会員増強セミナー 

日時 ７月 20 日（水）15 時 

 場所 お茶の水ソラシティ 

 出席 次年度伊藤会員増強委員長 

●「RYLA2022」の開催 

 期間 9/17～9/19 ２泊３日 

 場所 国立オリンピック記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 

 応募資格：地区内に居住、勤務または通学する 

18 歳以上 30 歳以下で、ロータリークラブか 

ら推薦を受けた者 

 詳細は案内を掲示板で確認ください 

●21-22 年度 地区インターシップ委員会 

 日時 5 月 26 日（木）15 時   

 場所 ガバナー事務所 

 出席 北島清高インターンシップ委員 

●６月のロータリーレートは１ドル 127 円です 

委員長報告 

●小松親睦活動委員長  親睦旅行の御礼 

 ２年振りの親睦旅行を開催で、無事に終了する 

ことができました。ありがとうございました。 

クラブフォーラム 

理事会報告                本間会長 

●5 月 13 日に久しぶりの地区大会がありました。前

日は私と幹事が RI 会長代理晩餐会に出席し、この

日は２人で宿泊しまして、13 日の本大会で皆様をお

迎えしました。会員の参加は 10 名程でした橋本聖

子オリンピック委員長の講演では名前の由来とか

のお話がありました。この大会開催は他地区からの

称賛があったと聞いております。 

その後 23 日に多摩中グループ IM の開催。昭島

中央 RC・今藤ガバナー補佐の主催で開催されまし

た。千葉 IT 委員長作成のクラブの紹介動画はクラ

ブの歴史が見えて好評でございました。 
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５月最後は 29 日・30 日の親睦旅行で楽しませて

いただきました。 

●次週の卓話の時間は、親睦旅行の報告を小松親睦

活動委員長にしていただきます。 

会員記念日紹介  

今月の各種お祝い       小松親睦活動委員長 

会員誕生月 

村上隆秀会員（8 日） 

本間康彦会員（4 日） 

木島常明会員（13 日）  

 

6 月誕生月の本間会長・木島会員・村上会員  

夫人誕生月 本間康彦会員夫人・純代様         

ニコニコＢＯＸ       岡田親睦活動副委員長   

●本間会長 先日の親睦旅行、会員の皆様、親睦委

員会の皆様、大変お疲れ様でした。皆様の行いが良

かったので晴天に恵まれ、素敵な思い出が出来まし

た。誕生日のお祝い妻共々頂き、ありがとうござい

ます。 

●遠藤直孝幹事 先日の親睦旅行は会員の皆様の

行いが良く、２日間に渡り初夏らしい好天に恵まれ

ました。親睦活動委員会の皆様お疲れ様でした。 

●村上会員 お誕生日のお祝いありがとうござい

ました。 

●木島会員 誕生祝いありがとうございます。次第

に 90 才台が近づきますが、もう少し元気に過して

いたいと思っています。 

●本多会員 青天の上高地、星空にも恵まれ、大満

足の親睦旅行でした。親睦委員会の皆様、ありがと

うございました。 

●遠藤久会員 5 月 2３日に当店におきまして第一

回の障害者応援ランチ会を無事開く事ができまし

た。皆様のご協力ありがとうございました。又、明

日炉辺でご利用いただきありがとうございます。 

●ゴルフ同好会(小澤谷守会員・秋山会員・北島正典

会員) 去る５月 17 日ゴルフ同好会｢本間、クラブ

会長杯｣が武蔵カントリークラブ笹井コースで開催

されました。結果は、３位！北島正典会員、準優勝！

秋山治一会員、ベスグロ優勝！小澤谷守でした。あ

りがとうございました。３人でニコニコします。 

＊ニコニコ BOX 合計 32,000 円 累計 1,344,000 円 

出席報告         津戸弘樹出席奨励委員長 

６月 １日 在籍４０名中 出席２５名  

28 日前の出席率 5 月 4 日 祝日休会 

閉会点鐘                 本間会長 

第 2504 回例会 ５月 29 日 親睦旅行 詳細は次号 

ニコニコＢＯＸ         

●本間会長 久しぶりの何年かぶりの親睦旅行、親睦

委員会の皆様には大変ご苦労様です。事故の無い様楽

しく行きましょう。 

●遠藤直孝幹事 本日は皆様お待ちかねの親睦旅行、

好天にも恵まれ、どんな旅行になるかとても楽しみ。

親睦活動委員の皆様お世話になります。 

●小澤孝造会員 足が悪いので皆様の迷惑をかけるか

も知れませんが宜敷くお願いします。旅行を楽しみに

しております。 

●杉田会員・岡本会員・山崎会員・秋山会員・三田会

員 親睦さんお疲れ様です。2 年越しの上高地の旅行

楽しみにしていました。お天気もよさそうで 2 日間楽

しみましょう。 

●秋廣会員 3 年ぶりの親睦旅行、準備してくださっ

た親睦活動委員会の皆様、御苦労様です。私は、さる

4 月 24 日の東京島嶼郷友連合会の総会で会長となり

ました。島嶼郷友連合会は伊豆七島の出身者の親睦団

体です。大島から小笠原まで含みますが、癒しの島々

ですので、よろしくお願いします。 

●小澤谷守会員 親睦委員さんには 2 日間お世話にな

ります。久しぶりの旅行でワクワクしています。 

●遠藤常臣会員 3 年振りの親睦旅行、大いに楽しみ

たいと思います。 

●寺澤会員 久しぶりの親睦旅行、天候も良く楽しみ

にしております。親睦委員の皆様、お世話になります。 

●小澤崇文会員 今日の旅行 3 年振りの企画です。私

の次男と書いて奴隷と呼びます。宜しくお願いします。 

●北島正典会員 親睦旅行楽しませていただきます。

親睦委員会の皆さんよろしくお願いします。 

●北島清高会員 今日はお世話になります。親睦委員

会の皆様宜しくお願いします。目一杯楽しんで御礼と

致します。 

●本多会員 念願の上高地帝国ホテル!!天候にも恵ま

れて２年間まった甲斐がありました。今夜こそ満点の

星空を見たいです。 

●遠藤久会員 上高地に泊まるのは初めてなのでとて

も楽しみです。親睦委員の皆様よろしくお願いいたし

ます。 

●山岡会員 とても楽しみにしていました親睦旅行で

す。私は明日朝６時 20 分にいなくなりますが、今日は

１日精一杯楽しみたいと思います。 

●親睦活動委員会(小松会員・喜連紘子会員・岡田会員・

伊藤会員) ２年ぶりの親睦旅行、多数の皆様にご参加

頂き本当にありがとうございました。天候も良いそう

ですので上高地を目一杯楽しんで頂ければ幸いです。

２日間何卒宜しくお願い致します。  合計 64,000 円 


