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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
司会：百田 晶子 ＳＡＡ委員長

【開会点鐘】

『君が代』『奉仕の理想』
ソングリーダー：若松 伸二 会員
小林 康久 会長

岩田 敏雄 様（東京小平ＲＣ）
【誕生会】
保坂 光彦
須田 克則
小川 義幸
櫻井 健生

【スポンサーピン授与】

小林 康久 会長

【ロータリーソング】

【お客様紹介】
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佐藤 喜義 親睦活動委員長
会員（７月８日）
会員（７月８日）
会員（７月14日）
会員（７月25日）

・小林康久会長より小泉市郎会員へ
・髙良茂幹事より小林康久会長へ

【幹事報告】

髙良 茂 幹事

７月２日(木) 2015-16 年度
第２回地区役員会
７月６日(月) 第１回 理事会

【委員会報告】
◆出席委員会／出席報告
影山 昭夫 出席委員
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
４名
計
３１名 出席率７８％
前々回５４％を６６％に訂正

【会長の時間】

小林 康久 会長

本日は初めての会長の時間です「今日
の日が近づくにつれ緊張して寝不足が
続き今日は完全に寝不足です」緊張し
ています。一日でも早くなれる様頑張りますので宜
しくお願いします。
私は平成18年に縄会員の紹介で、我がクラブに入会
し９年目を迎えました、同期生は小坂・荒地・高良
の４人ですが現在は髙良幹事だけとなりました。
髙良幹事も私も地元ではありません……
ですが入会して９年間地元地域奉仕活動をおこなっ
て参りました。この度会長職得まして、今後も地元
地域を中心とした楽しい奉仕と・楽しい親睦をもと
にクラブの活性化を目指し取り組んで参りたいと思
います。
本日は第一例会でもあり誕生日会・報告事項等があ
りますので話はこの辺で次は基本方針でお話しいた
します。

【ニコニコボックス】
佐藤 喜義 親睦活動委員長
小林 康久 会長
今年一年クラブ活性化を目指し、
頑張りますので皆様御協力をお願い致します。

髙良 茂 幹事
小林年度がスタートしました。よろしくお願い致
します。

本多 幸雄 会員
小林会長・髙良幹事の船出にお祝い申しあげま
す。

渡部 和枝 会員
小林、髙良さんの出発を記念にしてニコニコしま
す。

瀬野ちどり 会員
小林会長・髙良幹事 2015-16 年度第 1 回例会おめ
てとうございます。長丁場ですのでお体に充分気
をつけて下さい。一年間よろしくお願い申し上げ
ます。

東京武蔵国分寺ロータリークラブ

【委嘱状の交付】

縄 康雄 会員

・地区出向者へ委嘱状の交付

小林会長・髙良幹事の船出を祝ってニコニコ致
します、楽しいクラブ運営を期待致します。

ロータリー財団委員長
鈴木 義明 会員
Ｒ財団補助金委員
矢野 智則 会員
奨学・学友・ＶＴＴ委員 鏑木 孝和 会員

金澤 昇 会員
小林会長・髙良幹事一年間の航海、安全にお願
いします。

尾崎 幸信 会員
小林会長・髙良幹事年度のスタートに当りニコ
ニコ致します。一年間宜しくお願い致します。

井口 敏之 会員
小林、髙良年度のすばらしき船出と今後の活躍
を祈念してニコニコします。

小川 義幸 会員

【クラブフォーラム】

小林会長・髙良幹事の門出を祝しニコニコしま
す。

テーマ：会長方針、クラブ目標
小林 康久 会長

松田 博 会員

・四つのテスト

新年度、取りあえず皆で頑張ろ～！

中垣 範保 会員

唱和

昨今、世界情勢は「古代ギリシャ・ローマ時代」世
界でもっとも伝統のある国のギリシャが財政破綻寸
前とのことであり、また宗教争いの過激派組織による
卑劣なテロ活動が中東地域から最近はヨーロッパ間
にまで進出しており・隣国韓国ではサーズ問題等この
様な現況の中で、私どもロータリアンとして世界のネ
ットワークを通じて奉仕の原点に回帰し垣根を越え
たグローバルな観点で世界を見つめ、積極的に奉仕活
動に取り組んで参りたいと思いますのでご協力をお
願いいたします。
本年はともかく明るい充実した楽しい、クラブ創り
を高良幹事始め各常設委員会並び理事役員の皆さん
一丸となり取り組んで参りたく思います。
（基本方針及びクラブ目標の説明）

小林会長・髙良幹事年度の船出を祝してニコニ
コします。一年間のご健闘を心から祈念いたし
ます。

赤木 建治 会員
小林、髙良年度の出発を祝ってニコニコします。

横山健二郎 会員
小林会長・髙良幹事さんやっと出航ですネ！一
年間自然体で頑張って下さい。よろしくお願い
致します。

鈴木 義明 会員
小林会長・髙良幹事、新年の門出を祝しニコニ
コします。無事一年を健康に注意し頑張って下
さい。

横道 哲夫 会員
中垣会長・水島幹事一年間御苦労様でした。本
日より小林会長・髙良幹事一年間御指導下さい。

※ 基本方針及びクラブ目標については、事業計画を参照し
て下さい

水島 至 会員
小林会長・髙良幹事、会員の皆様、新年度おめ
でとうございます。又、一年間宜しくお願い致
します。

【閉会点鐘】

小林 康久 会長

若松 伸二 会員
５年振りにソングリーダーをさせて頂きありが
とうございました。

【定時受付／６月 29 日】
奥村 文直 様（東京国分寺ＲＣ）
丸岡 昭 様（東京国分寺ＲＣ）
今橋 博人 様（東京国分寺ＲＣ）

東 京 武 蔵 国 分 寺 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ
会長：小林 康久
クラブ広報・会報委員会
例会場

委員長：村谷 晃司
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茂
委員：尾崎 幸信

櫻井 健生
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