
 

 

 

懇談会出席者 

・国際ロータリー第 2750 地区 

水野  功 様（カバナー） 

宮崎陽市郎 様（多摩中Ｇカバナー補佐） 

金丸 清泰 様（地区幹事） 

吉田 純夫 様（多摩中Ｇグループ幹事） 
 

・東京国分寺ロータリークラブ 

飯沼 克美 様（会長） 

宍戸 隆介 様（幹事） 

小川 泰正 様（会長エレクト） 
 

・東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

小林 康久 会長 

高良  茂 幹事 

赤木 建治 会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（右：ガバナーとの懇談会資料） 

 

 

 

 

司会：古殿 智浩（東京武蔵国分寺ＲＣ）

【開会点鐘】     小林 康久 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開会点鐘】      

飯沼 克美 会長 

（東京国分寺ＲＣ） 

小林 康久 会長 

（東京武蔵国分寺ＲＣ） 

 

【ロータリーソング】 
 

『君が代』『奉仕の理想』 
 

ソングリーダー： 

佐藤 喜義 会員（東京武蔵国分寺ＲＣ） 

国際ロータリー第２７５０地区 多摩中グループ  東 京 武 蔵 国 分 寺 ロータリークラブ 

例会報告 1007 

（２０15．10．19)

クラブテーマ 
ロータリアンとしての意識向上と奉仕の原点回帰次

年度創立25周年を迎える体制づくり

ガバナー公式訪問・懇談会

事業計画方針 
2015～16年度・3項目を重点に掲げ育む。                 

 東京武蔵国分寺ＲＣ          
１.青少年奉仕育成 

最近特に青少年の犯罪が多く、今年2月に起きた川崎（多摩川）での少年殺害事件・
他にも少年による犯罪事件が多発しおり、原因はその少年の家庭環境や周囲の環境が
大きく占めていると思います、この様な少年の犯罪を少しでも防ぐには、スポーツの
役割は不可欠です、屋外での健全な活動と縦社会の精神教育向上を図り、青少年の犯
罪防止の奉仕育成に育む。 

①我がクラブは国分寺市内全小学校の少年野球大会（リトルリーグ）を15年間継続支援
しており、地域社会の貢献を担っております。 
②３年前より国分寺市・JAXA が主催する「水ロケットの制作体験」の後援を継続してお
り、子ども達に高度なスキルアップと競争心をあおり、ロケットの発生の地（国分寺市）
に相応しいアピールを行い宇宙に対する興味を持ってもらう。 
③親による虐待等困難に直面し居場所を失った子供、いじめにあい登校拒否を続けている
子ども達を救う、社会福祉法人・カリヨン子どもセンター「子どもシェルター・自立援
助ホーム」の支援を行い、子供たちの心のケアを行い新たな世の中の対するチャレンジ
精神を奨励育成する。  

２.会員増強と退会防止 
  ①退会防止（退会者０） 
   ・クラブ基盤強化研修セミナーを実施し RI の共通意識を育む。 
   ・新会員によるクラブの長所短所を本音で語ってもらい改善改革を行う。 
   ・既成概念にとらわれない、クラブ細則・規則の見直しを実施する。 
   ・積極的に各委員会が炉辺会議を開催し意志の疎通向上に努める。 
  ②会員増強（新会員２名） 
   ・公開例会等を実施し地域・公共にクラブイメージの認知度を高める。 
   ・クラブの奉仕活動をリーフ（チラシに掲載し）地域に配布する。 
   ・入会候補者を各会員 2名以上を選出し説得にあたる。 
   ・会員組織委員会のクラブフォーラムを複数実施する。  
３.クラブの活性化と会員同士親睦重視 
  ①各委員会より新たな改善策を募り改善改革を行いクラブの活性化を図る。 
②例会の食事の時間を「会話の時間」として仲間同士の意識の向上を図る。 
③新会員にはベテラン・スポンサー会員を付けて RI 活動の指導を行う。 
④納涼例会・クリスマス例会・最終例会に多くの会員家族の参加を募る。  
⑤マイ・ロータリー登録への支援指導。       

ガバナー公式訪問合同例会



10月９日(金) ガバナー公式訪問打合せ 

10月９日(金) Ｒ財団正副委員長会議 

10月13～14日 防火・防災管理者講習 

10月13日(火) 大槻ガバナーエレクトを囲む意見交換会

10月14日(水) 地区Ｒ財団補助金委員会 

 

【委員会報告】 
 

◆出席委員会／出席報告    

津野田範昌 出席委員長 

（東京国分寺ＲＣ） 
 

輿水 香 出席委員長 

（東京武蔵国分寺ＲＣ） 
 

会員数４３名    免除５名  有効会員数３８名 

出席者            ２５名 

メークアップ済      ２名 

計    ２７名  出席率７１％ 

前々回６８％を７４％に訂正 

 

【ニコニコボックス】    
 

市川 英寿 親睦活動委員長 

（東京国分寺ＲＣ） 
 

佐藤 喜義 親睦活動委員長 

（東京武蔵国分寺ＲＣ） 

 

小林 康久 会長・髙良 茂 幹事 

本日はガバナー公式訪です。皆様よろしくお願い

します。 

鈴木 義明 会員 

水野ガバナーに於かれましては本日、ガバナー公

式訪問にお越しいただき誠にありがとうござい

ます。当、クラブに良きご指導をお願い申し上げ

ます。 

村谷 晃司 会員 

先月のＭＫＲ会で私のベストスコアが出せたの

でニコニコさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ

【お客様紹介】       

        小林 康久 会長（東京武蔵国分寺ＲＣ）

国際ロータリー第 2750 地区 

水野  功 様（カバナー） 

宮崎陽市郎 様（多摩中Ｇカバナー補佐） 

金丸 清泰 様（地区幹事） 

吉田 純夫 様（多摩中Ｇグループ幹事） 

 

【会長の時間】     
 

飯沼 克美 会長（東京国分寺ＲＣ） 

 

 

 

小林 康久 会長（東京武蔵国分寺ＲＣ） 
 

先程約 1時間、水野ガバナーを始め４ 

人の皆さんとお話をさせて頂きました。 

まず、我がクラブの現況について下記の通り報告

しました。 

第１「今年度の事業計画方針」３項目を重点に掲

げ育むことについて報告。 

① 青少年奉仕育成について 

② 会員増強と退会防止について 

③ クラブの活性化と会員同士親睦重視 

第２「長期戦略プロジェクト」 

① 会員増強維持（６項目の議題） 

② ロータリアンとしての意識の向上 

③ 記念行事と公開例会 

④ 創立 25 周年事業計画 

第３「公開例会・カリヨン子どもセンター」 
 

水野ガバナーより、日韓親善会議のクラブより出

席登録の御礼とＲＩ世界大会（ソウル）の多くの

参加者を期待しております。 

約１時間の間ロータリーについていろいろな新し

い言葉や事業についてご指導頂き大変参考になり

ました。今後もこの貴重な時間をクラブ活性化結

びつくよう努力します。 

 

【幹事報告】            

宍戸 隆介 幹事（東京国分寺ＲＣ） 

 

 

 

髙良 茂 幹事（東京武蔵国分寺ＲＣ） 
 

10月７日(水) 第２回 指名理事会 

10月７日(水) 多摩グリーンＲＣ 

創立 25 周年記念式典  

10月８日(木) 第２回カリヨン子どもセンターＰＪ会議



 

二位。しかし、出席率については最下位。クラブ活性

化に出席率向上は不可欠。世界の女性会員は20％、日

本は 5.5％、我が地区は500名で11％。  

●地区の強調事項の一つ、ロータリーリソースとオンラ

インツール（My Rotary）をご理解頂き、地区運営に

積極的かつ有効活用する。 

●地区大会（2006  2/23、2/24）と国際大会（2006  5/29

ソウル）に参加してください。 

 地区大会での基調講演はビルマの小児医療に尽力し

た小児外科医吉岡秀人。吉岡氏は2004年に国際医療ボ

ランティア団体「ジャパンハート」を設立。 

●お礼２点  

①９月４日の日韓親善会議で韓国から400名、日本は

1500名、2750地区は300名参加  

②最近の大災害（中国台風、ネパール大地震、サイ

パン台風）たくさんの義援金ありがとうございま

した。11 月はロータリー財団月間。皆さまの寄付

は活かされております。 
 

 

 

・謝辞   小林 康久 会長（東京武蔵国分寺ＲＣ）

 

 

 

 

 

 

 

【閉会点鐘】             小林 康久 会長 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ

【クラブフォーラム】 
 

講師：水野 功 様 

（国際ロータリー第2750地区カバナー） 

 

私は1989年、東京飛火野ロータリークラブの創立メン

バーとして入会しました。 私の父は東京日野ロータリ

ークラブのチャーターメンバーでした。入会する時にス

ポンサーから２つのことを言われました。一つは例会に

は 100％出席すること、もう一つは来た役職は断るな、

です。その時のRI会長はヒュー・アーチャーさんで

「ENJOY ROTARY!」がテーマでした。この三つが私の羅

針盤になっています。今年の国際協議会で K.R.ラビン

ドラン会長が「世界へのプレゼントになろう」Be a gift 

to the world を発表されました。私は地区の運営方針

として「未来に向けてロータリーの心と原点を大切に」

を掲げました。ロータリーの原点はサービスとフェロー

シップこの二つに尽きるのではないかと思っています。

クラブ基盤強化の基本は例会の活性化です。魅力ある例

会、そして様々な交流の機会がロータリーの一番の魅力

です。各クラブ、例会を盛り上げていただいて、グルー

プ内からメークアップが多くなるような交流の場を設

けて頂きたい。ＲＣが設立され110年９か月。更なる継

続と成長を目指し各クラブ内でロータリーの原点を考

え、変えてはいけないもの（サービスとフレンドシッ

プ）、変えなくてはならないもの（例会出席、職業分類、

女性の社会進出）を考えて頂きたい。 

 

今回の公式訪問の目的は２点です。 

①ラビンドランRI会長のテーマについてお話しする

こと 

②地区の今年度の方針ならびに地区内現況について

お話しすること 
 

●ラビンドランRI会長のお話 

私たちの人生は何を得たかではなく、どれほど与え

たかによって判断されるのです。 

●END POLIO NOW（会長の強調テーマ）について 

  ポリオはあとわずかですがその後のケアが大変で

す。完治はしません。ワクチン抗体は年とともに後退

します。 

●地区の現況について 

  現在我が地区は100クラブ（国内91＋海外９）日本

の34地区の中でダントツ一位、人数は34地区で4800名、

東 京 武 蔵 国 分 寺 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  
会長：小林 康久    幹事：髙良 茂 

クラブ広報・会報委員会     委員長：村谷 晃司  副委員長：佐藤 喜義  委員：尾崎 幸信  櫻井 健生  鏑木 孝和 

例会場  国分寺市南町３-２０-３  国分寺ターミナルビル８Ｆ Ｌサロン飛鳥 

事務局  国分寺市南町３-２０-３  国分寺ターミナルビル９Ｆ 
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