
 

 

司会：瀬野ちどり ＳＡＡ委員 

  

 

【開会点鐘】     小林 康久 会長 

 

【ロータリーソング】 
 

『君が代』『奉仕の理想』 
 

ソングリーダー：横山健二郎 会員 

 

【お客様紹介】       小林 康久 会長 
 

玉村 秀樹 様（ロータリー財団副委員長／ 

奨学・学友・ＶＴＴ委員長） 

浅見 省三 様（東京立川こぶしＲＣ） 

松浦 敏之 様（東京立川こぶしＲＣ） 

後藤 佳子 様（東京小金井さくらＲＣ） 

町田 春秋 様（東京小金井さくらＲＣ） 

 

【誕生会】           廣瀬可世子 親睦活動委員 

村谷 晃司 会員（11月４日） 

高木 智匡 会員（11月25日） 

井口 敏之 会員（11月７日） 

小泉 市郎 会員（11月19日） 

 

 

 

 

 

 

 

【ご案内】     
 

東京立川こぶしＲＣ創立30周年記念式典について 

        

 

 

 

 

浅見 省三 様／松浦 敏之 様（東京立川こぶしＲＣ）

 

 

 

 

 

【会長の時間】    小林 康久 会長 
 
先週の国分寺まつり、皆さんお疲れ様で 

した。皆さんの活気ある作業と呼び込に 

より例年より早い時間に完売すること 

が出来ました。なを、11月25・26日親睦旅行つきま

しても皆様のおかげで無事事故もなく１泊２日の楽

しい親睦旅行が出来ました。参加者が13名とチョッ

ト少なかったのですが大変良い親睦がはかれたこと

と思います。また、親睦委員会の皆様にはご苦労を

かけて感謝いたします。 

その日が我がクラブの伝統行事であります少年野球

の開会式と重なり私は出席できませんでしたが、開

会式に参加して頂いた方々には心より御礼申し上げ

ます。 

親クラブの創立 50 周年記念チャリチィーゴルフの

件ですが 260 人が参加登録出来たそうです。我がク

ラブも皆さんにご協力頂き、クラブより４組百田さ

んが１組・井口さんが１組・小林が１組の計７組が

参加協力することが出来ました。飯沼会長も大変感

謝されました。 

今年度のグラブ目標の中で特に青少年奉仕育成を

重点に掲げております。最近特に青少年の犯罪が多

く見受けられ、この様な犯罪をどう防止するかま

た、この様な子ども達をどう救い構成させるかであ

りますが、とある縁で「カリヨン子どもセンター」

と言う社会福祉法人の理事長を知ることになりま

した。 

それから来春になりますが小金井さくら RC と合同

例会を実施することを信山会長と決めましたので

詳細につきましては、後程親睦委員会・SAA よりご

報告申し上げます。 

後程話があると思いますが、今月11月はロータリー

月間として皆さんに年次基金 1 人当たり「150＄ロ

ータリーレートで 120 円×150＄＝18.000 円」です

宜しくお願いします。 

 

【幹事報告】       髙良 茂 幹事 

10月22日(木) 第４回 地区役員会 

10月23日(金) 多摩中Ｇ親睦ゴルフ大会 

10月25日(日) 少年野球大会 開会式 

10月26日(月) ポリオ撲滅チャリティコンサー 

10月27日(火) 東京恵比寿ＲＣ創立20周年記念式典 

10月29日(木) 第３回 指名委員会 

11月１日(日) 国分寺まつり 

11月４日(水) 国分寺まつり打上げ会 

11月９日(月) 理事会 

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 1010 

（２０15．11．9)

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



 

※ ニコニコ大賞： 

小泉 市郎 会員 

今月、53才になります。 

健康である事に感謝し 

ニコニコします。 
 

【卓話】 
 

講師紹介 鈴木 義明 プログラム委員長 

 

 

講 師  玉村 秀樹 様 

（ロータリー財団副委員長／ 

奨学・学友・ＶＴＴ委員長） 

 

 

テーマ    財団委員会の人創り（新しい奨学生制度）
地区出向について感じること 

 

・新しい奨学生制度について（卓話抜粋） 

年次基金から拠出されるグローバル補助金を利用したロー

タリー奨学生を支援しています。従前は国際親善奨学生と

して親善、芸術分野についても支援の対象としてきました

が、これを改め、６重点分野に限定して世界に貢献できる

人材を育てるための奨学生制度としてロータリー奨学生の

選定を始めました。奨学金は一人３万ドル（360万円）です。

2750地区ロータリー奨学生は、2013－14年度３名、2014－

15年度５名、2015－16年度５名にのぼっており、前年度数、

累積数とも世界535地区中第一位の実績となっています。

留学後のフォロー体制として、2750地区では学友会をつく

って継続的な交流を図り、ロータリアンとの結びつきを深

める活動も行っています。 

ロータリー奨学生の募集はロータリアンのからの紹介、海

外青年協力隊、大学やWEB上での広報など幅広く行ってお

り、留学後は国連、国際難民高等弁務官事務所、国際協力

機構など国際舞台での活躍も期待されています。 

このように「平和は人創りから」の理念のもとに新しい奨

学生制度の充実を目指しています。 

 

・謝辞              

小林 康久 会長 

 

 

 

【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

【委員会報告】 

◆出席委員会／出席報告    

輿水 香 出席委員長 

 

会員数４３名    免除３名  有効会員数４０名 

出席者            ２７名 

メークアップ済      １名 

計    ２８名  出席率７０％ 

前々回６０％を６６％に訂正 

 

◆青少年奉仕委員会  

小泉 市郎  青少年奉仕委員長 

11月23日 少年野球決勝 ９時集合 

   12月14日 公開例会が国分寺Ｌホール 

にて午後６時より開催されます。社会

福祉法人「カリヨン子どもセンター」

理事長 坪井節子様にお話しいただき

ます。 

 

【ニコニコボックス】    

尾崎 幸信 親睦活動委員 

玉村秀樹 様（Ｒ財団副委員長/奨学･学友･VTT委員長）

本日の卓話、宜しくお願い致します。財団では

鈴木様、鏑木様大変お世話になっています。 

町田春秋 様・後藤佳子 様（東京小金井さくらＲＣ）

メイキャップ週刊で近隣のクラブを勉強させて

いただいております。本日はどうぞよろしくお

願い致します。 

浅見省三・松浦敏之 様（東京立川こぶしＲＣ） 

本日は貴重なお時間を頂きありがとうございま

す。当クラブ創立 30 周年記念式典のＰＲに参り

ました。宜しくお願いいたします。 

小林 康久 会長・髙良 茂 幹事 

本日は大勢のお客様にお越し頂きありがとうご

ざいます。 

鈴木 義明 会員 

浅見会長、松浦様、創立30周年おめでとうござ

います。本日は、お役目ご苦労様です。 

廣瀬可世子 会員 

少年野球大会にて娘が、始球式で投げさせても

らったのでニコニコします。 

金澤 昇 会員 

娘の葬儀に皆様の参列を頂きありがとうござい

ました。これからは孫の世話をしながら生きて

行 す

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 
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