
 

 

司会：田畑 哲郎 ＳＡＡ委員長 

  

 

【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：鏑木 孝和 会員 

 

【お客様紹介】       中垣 範保 会長 
 

髙橋 正典 様（東京国分寺ＲＣ 会長） 

中村 早苗 様（東京国分寺ＲＣ 幹事） 

 

【会長の時間】    中垣 範保 会長 
 
皆さん今晩は、最終例会に当たり一言 

ご挨拶申し上げます。大変ご多忙のと 

ころ東京国分寺ロータリークラブ会長 

の髙橋正典様同じく幹事中村早苗様にはご臨席賜り誠

にありがとうございます。一年間大変お世話になりま

した。衷心より御礼申し上げます。先日は国分寺ロー

タリークラブさんの豪華な最終例会にお招きいただき

ありがとうございました。それに引き換え私ども最終

例会とはほど遠い質素な会になりました。深くお詫び

申し上げます。 

その代わりと申しますか、今宵の最終例会には特別に

ゲストとして歌手で作詞家の香山るりさんをお迎えし

ております。さしてお礼も差し上げられませんが、ロ

ータリーの奉仕活動にご賛同いただき出演をご承諾く

ださいました。 

ご無理お願い致しましたので皆さんにお願いがござい

ます。香山るりさんのヒット曲のＣＤを是非お買い上

げください。ご協力お願い致します。一枚1200円です。

私も10枚買って友人にプレゼントしたいと思います。

さて、今年度は、ＲＩ会長のテーマ「ロータリーに輝

きを」の旗印の下我がクラブでは、「クラブ基盤の強

化と地域に根ざした奉仕活動」をテーマとし、クラブ

運営に当たり、ロータリーを輝かせることに努力して

まいりました。皆様のご協力により多大なる成果を上

げ、本日最終例会を迎える事が出来ました。これもひ

とえに献身的にご尽力いただきました皆様のお陰でご

ざいます。心から感謝申し上げます。本当にありがと

うございました。また、会員の皆様には日頃のご尽力

に対してご慰労申し上げる場でございますが、会長の

いたらなさをお許し願います。今まで例のない質素な

最終例会ではございますが、次年度のためにも今夜は

存分におくつろぎくださり親睦を深めていただきます

ようお願いいたします。 

ここで、各クラブ会長・幹事・会員の皆さんへという

事で、2014-15年度ガバナー坂本俊雄様並びに地区代表

幹事榎本又郎様の連名でメッセージが2通届いており

ますのでお伝えします。 

   先ずは１通目です。「１年間の大航海へのご協力有難

うございました。日が昇り、日が沈み毎日が暮れてい

きます。寝ているときでも１秒の間隔もなく世界のど

こかでロータリーの例会が開かれています。 

船は船長の下で航海士、機関長、通信長、船員が協力

して「大航海」を行ないます。「ロータリー丸」は昨

年７月１日に希望を乗せて出航し、会長・幹事ととも

に会員が協力して航海を続けてきました。船の中や各

地に寄港する度に親睦し多様な奉仕活動を行なってき

ました。高潔性が無ければ航海も難しかったでしょう。

今年度、ロータリーデーなどの成果を満載して会長・

幹事・会員一同の乗船した「ロータリー丸」が晴れや

かに６月30日に入港し「大航海」が終了します。 

今年度の会長・幹事の皆さんのリーダーシップに感謝

いたします。」続いて２通目です。「会員数日本一の

地区に成りましょう。」というタイトルで「拝啓 日

頃、皆様におかれましては奉仕活動に日夜ご努力のこ

とと拝察致します。 

    さて、第４回会長・幹事会でもお知らせ致しましたが、

あと少しで会員数日本一の地区に成ります。退会防止

のため、どうか最後の気配りを御願い申し上げます。

全ロータリアンが努力し、退会防止のための「火の用

心活動」として「一声掛けましょう」、あなたが会長・

関係委員長・関係者のとき日本一になったと自慢して

ください。長く休んで居られる方に、ぜひ手分けして

必ず声を掛け、仲間が待っていることを伝え、退会し

ないよう伝えて下さい。 

同好会の集まりや懇親会、年度末の委員会の引き継ぎ

会などの方が例会より出やすいかも知れません。 

今年度も残り少なくなりました。今後の皆様のご健勝

を心より祈念申し上げます。」以上２通のメッセージ

をご紹介いたしました。皆さんどうぞ地区の指導者の

意図をお汲み取りいただきご協力くださるようお願い

いたします。最後になりますが、先週お伝えしました

ように今年度栄えあるＲＩ会長賞並びに地区の財団委

員会からの表彰を頂戴しておりますので、鈴木義明

2750地区の財団委員長から伝達をしていただきます。

なお、ＲＩ会長賞も地区受講者であります鈴木義明財

団委員長にお願いいたします。 

有難うございました。 
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東京武蔵国分寺ロータリークラブ

【表彰状の贈呈】 

 

 

 

 

 
 

・ロータリー財団地区重点目標達成クラブ 

・ＲＩ会長賞の授与 

 

【来賓挨拶】  

髙橋 正典 様 

（東京国分寺ＲＣ 会長） 

中村 早苗 様 

（東京国分寺ＲＣ 幹事） 

 

【幹事報告】    水島 至 幹事 
 
 

６月23日(火) 東京国分寺ＲＣ最終例会 

６月25日(木) 第17回 親子合同ゴルフ大会 

６月25日(木) 2015-16 年度 地区Ｒ財団キックオフ

 

【委員会報告】 

◆出席委員会／出席報告    

輿水 香 出席副委員長 

 

会員数４３名    免除３名  有効会員数４０名 

出席者            ３３名 

メークアップ済      ０名 

計    ３３名  出席率８３％ 

前々回７１％を８０％に訂正 

 

【ニコニコボックス】    

本多 幸雄 親睦活動委員長 
 

髙橋正典 会長様・中村早苗 幹事様 

（東京国分寺ＲＣ） 

一年間ありがとうございました。親子共々楽し

いロータリーライフを過ごせたのではないでし

ょうか。中垣会長・水島幹事には大変お世話に

なりました。貴クラブの益々の発展をお祈り致

します。 

中垣範保 会長・水島 至 幹事 

本日は東京国分寺ＲＣから高橋会長様、中村幹

事様にご臨席いただき誠にありがとうございま

した。会員の皆様には一年間大変お世話になり

ました。ありがとうございました。 

若松 伸二 会員 

中垣会長・水島幹事 1 年間ありがとうございま

した。 

金澤 昇 会員 

中垣会長・水島幹事 1 年間御苦労様でした。特に、

水島幹事には何の準備もなく大変だったでしょ

う。お礼申しあげます。 

鈴木 義明 会員 

中垣会長・水島幹事一年間大変ご苦労様でした。

三枝 正 会員 

一年間ありがとうございました。 

尾崎 幸信 会員 

中垣会長・水島幹事一年間、有難うございました。

瀬野ちどり 会員 

一年間お疲れ様でした。そしてありがとうござい

ました。ホットして体調をくずさないようにして

下さい！  

小川 義幸 会員 

中垣会長・水島幹事一年間ご苦労様でした。感謝

してニコニコします。 

親睦活動委員会 

 (本多委員長はじめ有志)  

出席委員会 

1 年間、皆様のご協力ありがとうございました。

ＳＡＡ委員会 

ＳＡＡ委員会でニコニコします。 

親子ゴルフ団体優勝者一同 

親子ゴルフで今年も、我がクラブが団体優勝いた

しましたので、ニコニコいたします。 

競馬同好会一同 

昨日武蔵府中ＲＣ競馬愛好会と合同例会を開催

いたしました。絶好の競馬日より、７Ｆ貴賓席に

て戦いに望みました！結果はいかに… 楽しい

１日でした。 

 

【皆出席者表彰】 

佐藤 喜義 出席委員長 
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東京武蔵国分寺ロータリークラブ

【引継ぎ式】 
 

●会長引き継ぎ式  

・中垣範保 会長より 

小林康久 次年度会長へ 

・会長バッジ継承  

・会長襷継承  

・ゴング継承 
 
・次年度会長よりバッジ進呈、花束・記念品贈呈 

 

・中垣範保 会長より 

小林康久 次年度会長へ贈る言葉 

 

 
 
・小林康久 次年度会長より抱負 

 

 

 

●幹事引き継ぎ式 

・水島 至 幹事より 

髙良 茂 次年度幹事へ 

・幹事バッジ継承  

・幹事襷継承  

・事務所鍵継承 

 

・次年度幹事よりバッジ進呈、花束・記念品贈呈 

 

・水島 至 幹事より 

髙良 茂 次年度幹事へ贈る言葉 

 

 
 
・髙良 茂 次年度幹事より抱負 

 

 

 

  

●会場監督委員長引き継ぎ式 

・会場監督襷継承 

   田畑哲郎 委員長より 

百田晶子 次年度委員長へ 

 
 

●親睦活動委員長引き継ぎ式 

・親睦活動襷継承 

本多幸雄委員長より 

佐藤喜義次年度委員長へ 

 

 

【閉会点鐘】             中垣 範保 会長 

 

 

【 懇 親 会 】 

司会：佐藤 喜義 次年度親睦活動委員長 

 

乾杯：小川 義幸 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会の挨拶：髙良 茂 次年度幹事 


