
 

 

司会：村谷 晃司 ＳＡＡ委員 

  

 

【開会点鐘】     中垣 範保 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：横道 哲夫 会員 

 

【誕生会】             松田 博 親睦活動委員 

田畑 哲郎 会員（６月 10 日） 

若松 伸二 会員（６月 14 日） 

本田 義章 会員（６月 25 日） 

 

 

 

 

 

 

 

【会長の時間】    中垣 範保 会長 
 
皆さんこんにちは、先日のロータリー 

デーでは暑い中ロータリーの公共イメ 

ージ高揚と危険ドラック撲滅運動のた 

めにご尽力いただきありがとうございました。当日欠

席された方もいらっしゃいますのでこれより、概略ご

報告いたします。皆さん朝早くからそれぞれの持ち場

で大奮闘していただきました。特に警備担当には終日

立番をしていただきました。お陰様で無事故で終わる

ことが出来ました。看護師さんにも待機していただき

ましたが一人だけ患者さんがみえたそうです。昨日怪

我したのでみてほしいといわれたそうです。当日は該

当者無しでした。 

また、キャラバンカーの出入りではタイル破損の心配

が最大の課題でございましたが終了後、公園事務所副

所長立会いのもとチェック致しました。厚いベニヤ板

のお陰で心配したタイルの破損は一枚もありませんで

した。本当にホッといたしました。 

当日のイベントでは危険ドラックに関するゲームや有

料のくじ引きに何度も挑戦する子供がおりました。キ

ャラバンカーも 1 日展示していただきましたが、小金

井警察副署長始め８人の私服警官にご協力いただきま

し ま 綿あめ ポ プ も人気 あり

ました。また、綿あめ、ポップコーンにも人気があり長

い行列が出来る賑わいでした。焼きそば、パン、野菜な

どのブースも早々と完売でした。開会式では少年野球の

子供たちのお陰で何とか形になりました。ブルーシート

が大変役立ちました。ライブでは日差しの強い中少数な

がら熱心に聴き入る方もあり、良かったと思います。今

回事務局も大活躍でした。ブンジホタルホッチに子供達

は大喜びでした。ホッチも本多公民館と掛け持ちのため

慎重に運搬していただきご苦労おかけしました。 

さて、行事にはハプニングはつきものですが、今回はゲ

ートでした。前日の23日の午後になって手違いで出来て

いないことが判明いたしました。今日明日にではどこに

頼んでも無理だと諦めました。ゲートが無いことをせめ

てパスト会長、実行委員には、お詫びして置きたいと思

い電話していましたら、何人目かのパスト会長から諦め

てはいけない。ゲートが無ければ格好が付かないのでは

ないか。と進言され依頼先に再度お願いして、ゲートの

枠だけ設置してもらいました。紅白の幕と重しにする砂

袋はすでにお借りしていましたので良かったのですが、

肝心の看板がありません。 

そこで今回大活躍の水島幹事が急遽作成し、朝取り付け

ることができました。もしもあのゲートが無かったらや

はり寂しかったのではないでしょうか。水島幹事は今回

の準備ではあの軽トラックを駆使して、15校の学校への

チラシ配りを始め資材の運搬など縦横無尽の活躍で感

謝感激です。 

今回のイベントではこの人が居なかったら、あの人がや

ってくれなかったら、あの発言がなかったら、あのアイ

ディアがなかったらと思う事が多々あります。お一人お

一人にお礼申しあげたい気持で一杯です。一時期充分皆

さんに理解されていない為理事会で承認されたとはい

え、新しい事をやる事の困難さ、奉仕する事の難しさ、

公共イメージを高めることがこんなに大変な事なのか

と自問自答する時期もありました。しかし、三ヶ月前の

例会で副実行委員長から頼もしい応援スピーチがあり、

さらに、パスト会長からも今年度の会長を選んだ以上方

針に協力すべきだとの発言に勇気をいただきました。一

度折れかかった気持を持ち直しスイッチが入り急ピッ

チで諸準備に取り組みました。特別基金の取り崩しまで

認められていることを肝に銘じて数え切れない実行委

員会や委員長会で検討いたしました。内外共に協力者

が増え見通しの立ったところで当日だけ雨マーク、

間際まで気を揉みましたが最後にはお天気も味方し

てくれました。皆さんからお天気になったのが一番

と喜んでいただきました。私自身は米沢藩上杉鷹山

の格言「なせばなる」を信じたことと、実行委員の

皆さんが最後まで切れないで頑張っていただいたこ
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とも大きな支えでした。直後に風邪をひきダウンしそ

うでしたが、一昨日教え子たちとのゴルフコンペで楽

しいひと時を過ごして生き返った気持がいたします。

まだ、事後処理が残っていますがまずは終了報告とさ

せていただきます。 

ありがとうござました。最後に皆さんにお願いです。

今年度初めて主催した手作りのイベントでしたが、今

後の為に総括して置きたいと思います。この後百田副

実行委員長から説明のありますアンケートにご協力く

ださい。 

 

【幹事報告】    水島 至 幹事 
 

５月18日(月) 2015-16 年度 第１回 

プログラム委員会 

５月19日(火) 2015-16 年度 

地区Ｒ財団正副委員長会議 

５月20日(水) 第三回クラブ協議会 

５月21日(木) 社会福祉協議会 理事会 

５月21日(木) 国分寺市商工会通常総代会懇親会 

５月24日(日) ロータリーデー・危険ドラッグ撲滅運動

５月25日(月) 2015-16 年度 第１回臨時理事会 

５月26日(火) 社会福祉協議会 評議員会 

５月29日(金) 第32回国分寺まつり「第１回役員会」

５月29日(金) 福祉のつどい 

５月29日(金) 東京西ＲＣ創立60周年記念式典 

６月１日(月) 第十二回理事会 

 

【委員会報告】 

◆出席委員会／出席報告    

金澤 昇 出席委員 

 

会員数４３名    免除２名  有効会員数４１名 

出席者            ３３名 

メークアップ済      １名 

計    ３４名  出席率８５％ 

前々回８０％を８０％に訂正なし 

 

◆プログラム委員会 

横道 哲夫 プログラム委員長 

 今回は１年を振り返ってということ 

 で、各委員長よろしくお願いします。 

 

◆ＭＫＲ会 

赤木 建治 ＭＫＲ幹事 

例会後に臨時総会を行いますので、よろ 

しくお願いします。 
 

◆社会福祉協議会 

輿水  香 会員 

６月21日に福祉のつどいがありますので、 

よろしくお願いします。詳しくはテーブル 

に置いてあるチラシをご覧下さい。 

 

◆ロータリーデー実行委員会 

百田 晶子 副実行委員長 

アンケートをお配りしましたので、ご記入 

して提出して下さい。よろしくお願いしま 

す。 

 

【ニコニコボックス】   

角田 桂司 親睦活動委員 

 

中垣範保 会長・水島 至 幹事 

５月 24 日のロータリーデーではご協力ありがと

うございました。武蔵国分寺ＲＣの底力を見せて

いただきました。ありがとうございました。 

鈴木 義明 会員 

ロータリーデーでは大変楽しい思いでが出来ま

した。感謝申し上げます。 

縄 康雄 会員 

会長、幹事一年間ご苦労様でした。前回のイベン

トの体験を今後に活かして下さいとの事でニコ

ニコします。 

田中 良人 会員 

例会欠席してばかりすみません。そんでもってニ

コニコします。 
 

※ ニコニコ大賞：横道 哲夫 会員 

中垣会長・水島幹事一年間御苦労様でした。話は

変りますが、先月５月にミャンマー・ヤンゴンに

現地事務所を開設しました。ミャンマーに進出す

る日系企業の為の工場・ロングスティ用の住宅等

インフラ整備を含め不動産から建設までのコン

サルティングの業務を中心に稼動致します。皆さ

んの知り合いでタイ・ミャンマーに進出希望の企

業ありましたら是非御紹介下さい。本日各テーブ

ルにパンフを配布させて頂きました。ご笑観下さ

い。ミャンマーに幸あれでニコニコします。 
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【クラブフォーラム】     

司会：水島 至 幹事 
 

２０１４～１５年度を終えて 

～ 委員長大いに語る ～ 

 

・会員組織委員会 

井口 敏之 副委員長 

 

 

・会員維持・増強委員会 

小川 義幸 委員長 

 

 

・会員選考・職業分類委員会 

瀬野ちどり 委員長 

 

 

・ロータリー情報委員会 

鈴木 義明 委員長 

 

 

・クラブ広報・会報委員会 

鏑木 孝和 委員長 
 

 

◆地区出向者 

・地区Ｒ財団委員会         鈴木 義明 委員長 

 

・Ｒ財団奨学・学友・ＶＴＴ委員会 

鏑木 孝和 委員 
 

【閉会点鐘】             中垣 範保 会長

 

【定時受付／５月 25 日】  

津野田範昌 様（東京国分寺ＲＣ） 

照木 信久 様（東京国分寺ＲＣ） 

今橋 博人 様（東京国分寺ＲＣ） 

藤岡 秀樹 様（東京国分寺ＲＣ） 

小川 泰正 様（東京国分寺ＲＣ） 

奥村 文直 様（東京国分寺ＲＣ） 

丸岡  昭 様（東京国分寺ＲＣ） 

山内 千枝 様（東京国分寺ＲＣ） 

黄田 正忠 様（東京国分寺ＲＣ） 

秋山 治一 様（東京国立ＲＣ） 

 

ロータリーデーアンケートより 

（抜粋／細部は後日お知らせ致します） 

 

Ｑ ロータリーデーを開催することにより、メンバーの好意

と友情は深まったと思いますか   
 

はい／24   いいえ／０   どちらともいえない／３ 

無回答／１ 
 

Ｑ ロータリーデーに参加して楽しかったですか。 
   

はい／19   いいえ／１   どちらともいえない／１ 

無回答／１ 1 
 

Ｑ ロータリーデーを開催することにより、一般市民へロー

タリークラブを知ってもらうことにつながりましたか？
 

はい／18  いいえ／１  どちらともいえない／２ 

無回答／４ 
 
ａ.はいの方はその理由 

チラシ、ティッシュの配布、ゲートなどで効果があった。

チラシなどの効果／市民の方が多く見えた。少しは知っ

てもらったと思う／チラシを自宅近所に20件ポスティン

グした／何名かから質問を受けました／チラシを配布／

公園に来てくださった方には、ロータリークラブの名前

は知ってもらえたと思う／事務所の前を通る人が相談に

来られました。 
 
ａ.いいえの方はその理由  

もう少し準備と予算の編成を考える。人が少ない／人が

少ない／一部の人には知ってもらいましたが、もう少し

宣伝が必要と思いました／大人の方の人数が少しすくな

いと思いました。 
 

Ｑ 来年以降もロータリーデーの開催を希望しますか 
 

はい／13  いいえ／６  どちらともいえない／３ 

無回答／１ 
 
ａ.はいの方はその理由 

継続することに意義がある。継続することは力だと思う

から／広報活動は大切です／違う形で／社会的な課題に

取り組む姿勢を世に訴える事ができる／続けることに意

味がある／会のＰＲ及び会員の絆のため／フリーマーケ

ットや売店をもう少し増やした方が賑やかでいいと思わ

れる／ロータリーの名前を一般市民に知って頂けると思

います／多少世の中の役に立つように／皆と協力して仲

良くなれる。 
 
ａ.いいえの方はその理由  

他の何かを考えた方がいい／財政的な裏づけがないなら

やらないこと／内容次第だと思います。 
 
             ご協力ありがとうございました。


