
 

 

司会：横道 哲夫 ＳＡＡ委員 

  

 

【開会点鐘】     小林 康久 会長 

 

【ロータリーソング】 
 

『我等の生業』 
 

ソングリーダー：尾崎 幸信 会員 

 

【お客様紹介】       小林 康久 会長 
 

北原 輝久 様（国分寺市社会福祉協議会 会長） 

林  玲子 様（国分寺市社会福祉協議会） 

 

【会長の時間】    小林 康久 会長 
 

猛暑の中ご苦労様です、先ほど車でこ 

ちらに向かう途中車外の温度が37℃を 

示してました、皆さん熱中症にはご注 

意ください。      

ここ、約 1週間近くの間に大きい会議が２ッありま

したので、そこで今日は会務報告とさせて頂きます。
 

2015－16 年度「第一回会長・幹事会」７月17日 
  

  港区芝公園 ザ・プリンスパークタワー東京で開催

されました。 

  今年度は水野ガバナーの特に強調するテーマの中

に会員基盤強化研修を図りたいとの事で、 
 

① 2015―16 年度 第一回「新人会員研修オリエンテー

ション」を実施。 
対象者 入会３ヶ月未満 

実施日 ８月24日（月曜）＆８月31日（月曜） 

15：00～17：00 

場 所 黒龍ビル９階 会議室 「ガバナー事務所」

のあるビル。 

② 2015－16 年度 入会 3年未満の会員  

会員基盤研修を28年２月３日に実施。 

③ MY ROTARY の登録について、2750 地区の登録目標は

75％であり、既に次の３クラブ（あけぼの RC・広尾

RC・愛宕 RC）が 75％を達成います。 

④ 第13回日韓親善会議を開催の件。 

更なる日韓交流と親睦をテーマとして、当日は京都

大学総長・山極寿一氏の講演 

日時 27年９月４日 13：00～ 

場所 グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」

登録締め切りは７月17日 登録料は８月14日までに。

⑤ 2016 ソウル国際大会（2016・５月28日～６月 1 日）

について、RI2750 地区目標登録数 800 名「多摩中Ｇ

100 名」 

・12月15日まで 310 ドル ・３月31日まで 375 ドル・

４月 1日まで 440 ドル」 
 

   2015－16 第５回グループ協議会 ７月21日 
 

① 多摩中Ｇ IM について。 

実施日 11月25日 場所 パレスホテル立川  

登録料 1 0 , 0 0 0円 人頭分担金 1,000円 

② 全国 RI ポリオプラスプログラム研修会セミナー 

８月23日（日）増上寺（講堂） 

③ グループ・フォー・ワンについて 

あまり耳にしたことがないかもしれませんが、2750

地区には８ッのグループがあり「千代田Ｇ・銀座日本

橋Ｇ・京浜Ｇ・山の手東Ｇ・山の手西Ｇ・多摩南中東

G」PBG（パシフィク・ベース・グループ）には８ッの

クラブがあり、この国内の８ッのグループ 1ッと PBG

のクラブ 1 ッがペアーとなりこの制度をさらに機能

的なものとして発展させ、PBG のクラブと国内のグル

ープの親睦をさらに深め合同奉仕プロジェクトを行

っていきたい。 

※多摩中Ｇはグアム RC（68名）とのペアーでホストク

ラブに立川こぶし RC を選出する。 

④ 親クラブチャリティーゴルフ別途報告。 

開催日 2015 年11月11日 

場 所 青梅ゴルフクラブ 

時 間 東・中・南コース ８時スタート 

チャリテイ費 5,000円   参加費 15,430円 
 

それから最後に付け加えさせて頂きます。 

今年度の基本方針の中に各委員会の活動を通し

て、食事交流会・RI 研修会等を実施して出来るだ

け会員同士話し合い、語り合う、時間を沢山つく

りより、明るいクラブ・楽しいクラブ創りを目指

して行きたいと思います、それには今後期限をき

って会長の時間ではなく会務報告に変えたいと思

いますので宜しくお願いします。 

 

【スポンサーピン贈呈】        

  

小林 康久 会長より 

横道 哲夫 会員へ 

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９99 

（２０15．7．27)

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



 

  

東京武蔵国分寺ロータリークラブ

【お客様挨拶】        

北原 輝久 様 

（国分寺市社会福祉協議会 会長） 

林  玲子 様 

（国分寺市社会福祉協議会） 

 

 

【幹事報告】    髙良 茂 幹事 
 

７月15日(月) Ｒ財団地区補助金委員会  

７月17日(火) 第１回クラブ会長・幹事会 

７月21日(火) Ｒ財団正副委員長会議 

７月21日(火) 第５回 多摩中Ｇ協議会 

７月23日(火) 2016-17年度 

第１回 カバナー補佐研修会 

 

【委員会報告】 

◆出席委員会／出席報告    

角田 桂司 出席委員 

 

会員数４３名    免除５名  有効会員数３８名 

出席者            ３０名 

メークアップ済      １名 

計    ３１名  出席率８２％ 

前々回８３％を８３％に訂正なし 

 

【ニコニコボックス】    

廣瀬可世子 親睦活動委員 
 

小林康久 会長・髙良 茂 幹事 

本日は、国分寺市社会福祉協議会北原輝久会長

ならびに、林玲子様の御来訪を歓迎し、ニコニ

コします。 

尾崎 幸信 会員 

新しいセミナーに（７月18日～20日）２泊３日

で行って来ましたのでニコニコ致します。アメ

リカから来たものでたくさんの気づきがありま

した。 

廣瀬可世子 会長 

しばらくぶりの自クラブ出席なのでニコニコし

ます。 

赤木 建治会員 

暑い中、会長・幹事ご苦労様です。お互い体に

は充分気をつけましょう。 

 

【クラブフォーラム】 
 

司会：髙良 茂 幹事 
 

常設委員会 委員長活動方針発表 

 

クラブ管理運営委員会  

赤木 建治 委員長 

 

 

会員組織委員長  

中垣 範保 委員長 

 

 

会員維持・増強委員会  

瀬野ちどり 委員長 

 

 

ロータリー財団委員会 

浅川 直行 委員長 

 
 

米山記念奨学委員会 

尾崎 幸信 副委員長 

 
 

 

【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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