
 

 

司会：古殿 智浩 ＳＡＡ副委員長 

  

 

【開会点鐘】     小林 康久 会長 

 

【ロータリーソング】 
 

『東京武蔵国分寺』 
 

ソングリーダー：小川 義幸 会員 

 

【お客様紹介】       小林 康久 会長 
 

宮崎陽市郎 様（多摩中Ｇ カバナー補佐） 

吉田  純夫 様（多摩中Ｇ グループ幹事） 

飯沼  克美 様（東京国分寺ＲＣ 会長） 

宍戸  隆介 様（東京国分寺ＲＣ 幹事） 

 

【ご挨拶】 

宮崎陽市郎 様（多摩中Ｇ カバナー補佐） 

吉田  純夫 様（多摩中Ｇ グループ幹事） 

 

 

 

 

 

 

 
 
東京武蔵国分寺ロータリークラブの皆様、こんにちは！

「東京武蔵国分寺」素晴らしい歌ですね！ 
 

本日は大変高い席から、又貴重なお時間を頂戴し有難う

ございます。 

ただ今、ご紹介賜りました多摩中グループガバナー補佐

を仰せつかりました、東京三鷹ロータリークラブの宮崎

陽市郎でございます。グループ幹事の吉田純夫でござい

ます。 
 

まずもって、東京武蔵国分寺ロータリークラブ小林会長、

高良幹事の船出を心よりお祝い申し上げます。そして、

前中垣会長、水島幹事、役員、理事の皆様、事務局の日

下部さん、一年間本当にお疲れ様でした。 

昨年度は、RI 会長賞、ロータリー財団３部門達成賞受賞

おめでとうございます。今年度も、昨年度に引き続き、

さまざまな賞にチャレンジしてください。 

また、未来の夢計画準備段階から、地区ロータリー財団

委員長の大役を務められています鈴木委員長、今年度は

集 気

集大成となる一年です。お体に気を付けて頑張ってくだ

さい。 

次年度は、貴クラブの鈴木さんがガバナー補佐になられ

ます。多摩グループのために、クラブあげての応援をお

願いしたいと存じます。 
 

さて、今年度ラビンドラン会長のテーマは「世界へのプ

レゼントになろう」です。 

「人は手を閉て生まれ、手を開いて世を去る」「己の才能、

知識、能力、努力、献身、熱意」など天から授かったも

のを、ロータリーを通じてお返しすることが、誰かの人

生に、世界に、真の変化を起こすことが出来るとおっし

ゃっております。 
 

ロータリーの友７月号に記載されているラビンドラン会

長の記事に、私は感動しました。 

「PAY IT FORWARD」（恩送り）という言葉です。それは、

私がロータリーに入会し約15年たちますが、現在までの

私の行動の原点だからです。 

私は、19歳でローターアクトに入り、10年以上活動させ

ていただき、様々な経験をさせていただきました。多く

のロータリアンのおかげで今の自分があるのです。ロー

タリー活動に一生懸命なのは、自分が大勢の人に助けら

れてきたという思いや、感謝の気持ちがあるからです。

恩返しする唯一の方法は、誰かを助けることだと、ラビ

ンドラン会長はおっしゃっております。 
 

当時の思い出を２つお話しさせていただきます。 

１.1982年、アクトの地区副幹事をさせていただきまい

た。22歳の夏、２か月かけ、自転車で日本一周し全国の

アクトの仲間やロータリアンと交流を持つことが出来ま

した。 

２.1988-89年 松原治ガバナー年度に、ローターアクト

の地区代表をさせていただき、その年の地区大会は、グ

アムで開催しました。何度も一人でグアムに行き、現地

のアクトのメンバーと打ち合わせをした思い出がありま

す。 

この年度は、300日以上アクトに費やしました。 
 

「Pay It Forward 」 恩送り 

私は、自分なりの経験を活かして皆様方と一緒にロータ

リーを、貴クラブが少しでも良くなるよう「お手伝いが

したい」、これまで世話になった人への「恩を送っていき

たい」と思っています。 
 

私のロータリー略歴をお話しさせていただきます。 

1999年40歳で、ロータリーに入会し、2001年から３年間

地区ロータリー情報委員会、2004 年から３年間 地区

IT 委員会、2006年クラブ幹事、2007年から地区ロータ

リー財団、ロータリー平和フェローシップ委員２年、副

委員長４年、委員長３年、2013-14年は、会長と兼任い

たしました。 
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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



 【会長の時間】    小林 康久 会長 
 

宮崎ガバナー補佐、先程は貴重な基本 

方針をお話し頂きましたが、ロータリ 

ーの本年度の方針として、インターネ 

ットを活用していくという事が通達されておりま

す。各クラブにもオンラインツールの活用というテ

ーマが必須項目として、あげられています。 

まずクラブ会員の 50％以上が MY．ROTARY への登録

を完了することが条件となっており、登録後に MY．

ROTARY の WEB サイトにある、ロータリーショーケー

スを開くと、世界のロータリーの活動が見られ、ロ

ータリーショーケースは日本語を含む９ヵ国の言

語が利用でき、自動的にその国の言語が表示されま

す。登録は MY．ROTARY の WEB サイトでアカウント

出来ますので是非活用下さい。 

アドバイスが必要な方がおりましたら鏑木会員に

聞いて頂くと良いと思います。 
 

飯沼会長におかれましては、国分寺ＲＣ50周年おめ

でとうございます。５月17日の50周年式典には我が

クラブ全員の参加と登録を予定しております。また

何かお手伝いすることがありましたら何なりと御

申し付け下さい。 

また、先週スポンサークラブの大変活気ある様子に

は驚きました。先ず受け付けの所から皆さん、活気

に満ち溢れおりました。また驚いた事には出席率の

高いことです。当日 96％で前々回が 98％で２名の

メイクで 100％と言う事でした。 
 

先日、東福寺の本田住職宅に伺い今年度、我がクラ

ブの事業計画書持参し内容を報告してきました。娘

さんが週２回の点滴を打っているそうです。前回１

年半前に伺った時は話も出来ませんでしたが、今回

は大分元気になられクラブの 

皆様に宜しくとの事でした。 

 
 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ

昨年度から、ロータリー平和センター・ホストエリアコ

ーディネーター補佐を拝命しております。少しだけこの

プログラムのご紹介をさせていただきます。 
 

ロータリー平和センタープログラムは、2002年ポールハ

リス没後50周年を記念して創られたもので、今後ロータ

リーの中心となるプログラムです。紛争予防、紛争解決、

平和研究の修士号を取得するプログラムとして誕生し

ました。世界で５つのセンター（イギリス・スエーデン・

アメリカ・オーストラリア・日本）日本のロータリーセ

ンターは、三鷹の国際基督教大学にございます。ロータ

リー平和フェローは卒業後、世界中に羽ばたき、国連、

政府機関、非政府機関など平和にかかわる仕事に従事し

ています。 

私は、13年間このプログラムに携わっており、今となっ

ては、私のロータリー活動の中心となっています。 
 

さて、水野ガバナー年度のテーマは、「未来に向けてロ

ータリーの原点、心を大切に」「Back To Basics For Our 

Future」です。国際ロータリーは、さまざまなは変革を

しています。原点を理解した上で、「変えてはいけない

もの」、「変えていいもの」、「変えなくてはいけないもの」

の判断をしていただきたいと思います。 

水野ガバナーは、日本でいま最も必要なものは、「ロー

タリーの心」だとおっしゃっています。 
 

最後に、地区からのお願い、ガバナー補佐としてのお願

いを申し上げます。 
 

１.RI 会長賞へのチャレンジ 

２.会員基盤の強化（純増５％）出席率の向上（2750地

区は日本全国でワースト１位） 

３.MY ROTARY への登録（地区では75％目標） 

４.ロータリー財団、米山記念奨学への寄付目標達成 

５.ソウル世界大会への参加（多摩中 G、100 名登録目標）

９月４日日韓親善会議 

６.IM への参加（11月25日開催、パレスホテル立川にて、

300名目標） 
 

今年度は、一度きりです。私たちに与えられた時間は今

です。 

悔いのないように、ロータリーライフを共に楽しみまし

ょう。 Enjoy Rotary 

「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」 頑張ってく

ださい！！ 

 

飯沼  克美 様（東京国分寺ＲＣ 会長） 

宍戸  隆介 様（東京国分寺ＲＣ 幹事） 

 



 

  

東京武蔵国分寺ロータリークラブ

【幹事報告】    髙良 茂 幹事 
 

７月６日(月) 2015-16 年度  

第３回プログラム委員会 

キックオフ 

７月７日(火) 東京国分寺ＲＣ第一例会お祝い 

７月７日(火) 駅ビルへ新年度挨拶 

７月７日(火) 2015-16 年度 

Ｒ奨学生オリエンテーション 

７月７日(火) 国分寺まつり実行委員会 

７月８日(水) 2015-16 年度 

第 1回クラブ米山セミナー 

７月10日(金) 社会を明るくする運動 

 

【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４名  有効会員数３９名 

出席者            ２９名 

メークアップ済      ５名 

計    ３４名  出席率８８％ 

前々回８１％を８６％に訂正 

 

◆親睦活動委員会 

佐藤 喜義 親睦活動委員長 

 

今年度の納涼例会は、うかい鳥山に 

なりました。皆様の多数の参加をお願いします。

 

【ニコニコボックス】    

渡部 和枝 親睦活動委員 
 

飯沼 克美 様・宍戸 隆介 様 

（東京国分寺ＲＣ会長・幹事）  
 
小林会長・髙良幹事先日は、うちの第１回例会
にお越し頂き感謝申し上げます。小林会長・髙

良幹事及び武蔵国分寺ＲＣの皆様の輝かしい
船出にニコニコ致します。 

小林康久 会長・髙良 茂 幹事 

ガバナー補佐 宮崎様、グループ幹事 吉田様、

国分寺ＲＣ 飯沼会長様・宍戸幹事様、お忙しい

中ご来訪ありがとうございます。 

小川 義幸 会員 

明日（７月14日）が74才の誕生日です。目標89才

です。あと15年頑張って生きていきます。 

鈴木 義明 会長 

宮崎ガバナー補佐、吉田グループ幹事ようこそ起

こし下さいました。１年間ご指導宜しくお願いい

たします。 

佐藤 喜義 会員 

今年度、みなさまに良い事がたくさんあり、ニコ

ニコが多く出きる事を願ってニコニコします。 

決起大会一同 

１年間、小林年度がつつがなく進むよう開催した

決起大会から応援のニコニコです。 
最終例会18人の有志 

最終例会の楽しい二次会に参加した 18 名から、

小林年度へ期待と愛を込めてニコニコします。 

 

◆クラブ広報・会報委員会 

村谷 晃司 委員長 
 

ロータリーの友７月号を配布致します。 

 

【クラブフォーラム】 
 

司会：髙良 茂 幹事 

常設委員長活動方針発表 

 

会計委員会  

村谷 晃司 副委員長 

 

 

奉仕プログラム委員長  

鏑木 孝和 委員長 

 

 

クラブ広報・会報委員会  

村谷 晃司 委員長 

 
 

 

【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  
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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