
 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 

・我がクラブの原点回帰 ・25周年を感謝の気持ちで

迎えよう ・地域に密着したクラブ創り 

 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 
 

週 報 
第１０４４回 例会報告 

 2016.8.29 

 

＜＊第 1043回例会は台風の影響で中止＞ 

 

 司会：百 田 晶子 SAA委員 

 

 

【開会点鍾】 

赤 木  建 治 会長 

 

【ロータリーソング】 

 ソングリーダー： 

伊 藤 文 昭 会員 

  『我等の生業』 

  

 

【お客様紹介】赤 木  建 治 会長 

 鈴木 義明 様 多摩中 Gガバナー補佐 

  鏑木 孝和 様 多摩中 Gグループ幹事 

  岩田 敏雄 様 東京小平 RC 

 

【会長の時間】  

  赤 木 建 治 会長 

 

皆さん今日は。 

本日は先程お客様紹介をさせて頂きました、国際ロ

ータリー第二ゾーン 2750 地区多摩中グループガバ

ナー補佐鈴木義明様、及びグループ幹事鏑木孝和様。

武蔵国分寺ロータリークラブ所属におきまして、地

区出向されガバナー補佐としての表敬訪問の誠に

ご苦労様です。 

武蔵国分寺ロータリークラブを代表致しまして改

めまして、御礼申し上げます。 

 

今年度、大槻ガバナーは地区チームはクラブを支援

すると説いています。支援するとは、力をかして助

ける事です。 

本日は、ガバナー補佐の 責務の一つ、武蔵国分寺

ロータリークラブの 強みと弱みをしっかり見て頂

き来る 11月 15日の ガバナー公式訪問に 向けての

支援も宜しくお願い申し上げます。 

今後も 四半期ごとに 各クラブを訪問されると聞

きおよんでおります。健康に留意され、武蔵国分寺

ロータリークラブの 名を背負ってガバナー補佐・

グループ幹事の 責務をしっかり務められますこと

を お願い申し上げます。 

さて、8月の『会員増強・新クラブ結成・推進月間』

において、ＲＩジョンＦジャーム会長が 推奨する

クラブの健康チェックの アンケートを行う予定で

したが生憎の台風接近、例会を 緊急に 中止させて 

頂きましたがクラブの健康状態を 診断するうえで

クラブ健康チェックは 大変重要です。 

近々行いたいと思いますので皆さん宜しくお願い

致します。 

 

先週の 台風接近に伴い、例会開催中止 判断 食事

の手配におきまして事務局、田中副会長・輿水会場

監督委員会・櫻井親睦活動委員会・松田幹事の皆様

には迅速な判断と迅速な行動頂き混乱なく中止決

定が出来ましたことを感謝申し上げますと共に会

員の皆様のご協力に感謝申し上げます。有難うござ

いました。 

2750 地区大槻哲也ガバナーより 750 地区ガバナー

ノミニー・デジグネート候補者推薦の案内が来てお

りますので ご紹介させて頂きます。 

デジクネートとは、2013 年の規定審議会で 採用さ

れた 新しい呼称でガバナーノミニーは 選出の時

点で『ガバナーノミニー・デジクネイト』と言う 肩

書を担い、ガバナーに就任する 2年前の 7月 1日に 

ガバナーノミニーの肩書になるそうです。 

ちなみに 2750 地区ガバナーは、武蔵府中ロータリ

ーの猿渡昌盛ガバナーエレクト、広尾ロータリーの

服部陽子ガバナーノミニーです。そして今回は、ガ

バナーノミニー・デジクネイトの 候補者の推薦依

頼が 来ております。 

内容は 回覧させて頂きますので ご確認頂き、ガバ



ナーとして 責務と行動・人格をかんがみ、推薦候

補者の該当者が御座いましたら幹事あて、ご連絡下

さい。当クラブより、地区ガバナー指名委員会に 提

出させて頂きます。 

間もなく 当クラブでも 会長エレクト廣瀬可世子

委員長・角田桂司副委員長及び 理事会承認の 7 名

のパスト会長による指名委員会が 発足し、会長ノ

ミニーデジクネートの方がきまります。楽しみです

ね！ 

 

さる 8 月 6 日の納涼 移動例会には、大変多くの会

員の方、そしてご家族の方の参加頂き 大変盛大な

移動例会になりました。誠にありがとうございまし

た。 

企画頂きました 親睦活動委員会の皆様大変 ご苦

労様でした。お陰様で楽しい暑気払いができまし

た！御礼申し上げます。 

 

本日は地区ガバナー補佐・グループ幹事表敬訪問に

いらっしゃいました。 

ロータリーの哲学を 端的に表現し、職業奉仕の 根

本的な考えかたの 実行に役立つ四つのテストを 

唱和させていただきますので 宜しくお願い申し上

げます。 

真実かどうか、みんなに公平か、好意と友情を深め

るか、みんなのためになるかどうか、ありがとうご

ざいました。 

 

 

【ご挨拶】 

 

 鈴木義明 ガバナー補佐 

 鏑木孝和 グループ幹事 

 

 自己紹介は省略させていただきます。今回を含め

4 回訪問させていただきますのでよろしくお願いし

ます。 

全てクラブを回ってきましたが、厳格な運営を行っ

ているクラブ、大いに歓迎してくれるクラブ、小規

模なクラブなど様々ですが、素晴らしいクラブがそ

ろっていると思いました。1 年間よろしくお願いい

たします。 

親睦ゴルフ、IMについては皆さんの力を存分に発揮

していただければと思います。今後もご指導等よろ

しくお願いいたします。  

【幹事報告】 

松 田  博 幹事 

 

 

8月 8日 井の頭 RCガバナー補佐表敬訪問 

8月 9日 国分寺まつり第 2回歴史部会 

8月 13～15日 青少年交換オリエンテーション 

8月 14日 第 3回青少年交換委員会 

8月 17日 国分寺まつり実行委員会「第 2回役員会」 

8月 18日 19日 国際ロータリー第 2ゾーン戦略計  

        画推進セミナー 

8月 20日～22日 地区青少年交換委員会サマーキ 

         ャンプ 

8月 23日 武蔵国分寺公園遺構解説版寄贈プロジ 

          ェクト 

8月27日 国分寺JC45周年記念事業GLOBAL BUNJI  

          FESTA 2016 

 

 

【委員会報告】 

 ★出席委員会／出席報告 

   伊 藤 文 昭 委員 

  会員数 ４１名 免除５名  

有効会員数    ３６名 

  出席者      ３３名 

  メークアップ済 ０名 

        計３３名 出席率 ９２％ 

  前々回（８月１日）の訂正 ８６→９４％ 

 

 

★親睦活動委員会 

  櫻 井 健 生 委員長 

 

親睦旅行 10月 16，17日を予定しております。 

詳細は理事会を経てまた発表いたします。                     

 

 

★青少年奉仕委員会 

田 畑 哲 郎 委員長 

水ロケットについて 

 9月 17日（土） 10：00開始 

         （9:30集合） 

 会場は第四小です。 

 皆さんご協力お願い致します。 

 



★広報会報員会 

  佐 藤 喜 義 委員長 

 

 ホームページをリニューアル予定です。 

 会社の HPをリンク希望しない人は申し出てくだ 

 さい。 

 8月 1日・2日の帰省時に２つの士別、名寄のク 

 ラブを訪問しバナーを交換してきました。 

 

 

【ニコニコ BOX】 

  親睦活動委員会 

    井口 敏之 委員 

 

○金澤 昇 会員 

 鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事訪問ありが

とうございます。 

 

〇佐藤 喜義 会員 

 以下の理由でニコニコします。 

 1)先日の新会員歓迎会に遅刻しました。 

 2)8/1～2故郷の士別、名寄ＲＣでメークのハシゴ

をしてきました。あたたかく歓迎され、あらた

めてロータリーのすばらしさを再認識しました。 

 3)8月で入会 10年たちました。 

 

○赤木建治会長・松田博幹事 

 鈴木ガバナー補佐、鏑木グループ幹事の表敬訪問

全員で歓迎致します。 

本日は、矢野会員のイニシエーションスピーチ楽

しみにしています。 

 

○松田 博 幹事 

 前回の例会は台風の為、流会となり残念でした。 

弁当のキャンセルが出来ないため、大雨の中多摩

信さんに参り、多摩信さんに 15 個くらい食べて

頂き、残りは私共の社員に強制的に食べてもらい、

私の家族も昼と夜頂きました。 

 よって謹んでニコニコ致します。 

 

○次年度会長 廣瀬 可世子 会員 

次年度幹事 角田 桂 司 会員 

 矢野朝則会員のイニシエーションスピーチ楽し

みにしています。 

 

○田中 良人 会員  

 ニコニコします。 

 

〇水 島 至 会員 

 納涼例会（西武園花火）に家族を連れて行けて、

ありがとうございました。 

 皆よろこんでくれました。 

 

○小泉 市郎 会員 

 サマーキャンプから無事に帰れたことにニコニ

コします。 

 

○伊藤 文昭 会員 

 歓迎会２度もして頂き感謝します。 

 美味しい料理に夢中で皆様に挨拶回りできず、す

みませんでした。 

 納涼例会もサンバに花火、目に焼き付けましたが、

ＭＹドリンク忘れた為コーラをずっと飲んでい

ました。 

 

 

【イニシエーションスピーチ】 

  

   矢 野 朝 則 会員 

 

 入会させていただき有難うございます。やまとは

貸しビルの運営管理をしております。 

もともとは農家へ種を下す仕事をしていました。

私は長男として生まれましたが、父が厳しい人で、

私はバイクに乗るなどの青春を謳歌しました。 

妻とは内装業のサラリーマンをしている時に知

り合い、その後、不動産管理業に入りました。 

JCは、初めは嫌でしたが、多くの人に支えられて

貴重な役を務めさせていただきました。 

突然父が他界しましたが、多くの人に支えられて

頑張ることができました。込山さんや小泉さんから

ロータリーのお話を聞き、「そのうちとはいつなん

だ」というお言葉もあり入会を決意いたしました。

若いときに迷惑をかけた分、何らかのことができれ

ばと思っております。委員会にも出席して、カラオ

ケも嫌いではないので頑張っていきたいと思いま

す。 

よろしくお願いいたします。 

 

 



 

【クラブ協議会】 

 

★25周年記念事業実行委員会 

 村谷晃司 委員長 

 

 記念例会は 2017年 3月 6日（月曜）です。 

 ご予定ください。 

 

○武蔵国分寺公園遺構解説版 

 寄贈プロジェクト  

     浅川直行 委員長 

  

遺構解説版 1枚から変更を予定しております。 

 

 ★IM実行委員会 

 

★多摩中ゴルフ実行委員会 

 金澤昇委員長 

 11 月 10 日 東京バーディクラブで開催します。

全員ご協力お願いいたします。今までにないお食事

を用意できるとおもいます。 

 

 

【閉会点鍾】赤 木  建 治 会長 

 

 

来年 3月末までに設置予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長：赤木建治  幹事：松田 博 

クラブ広報・会報委員会 委員長：佐藤喜義  副委員長：景山昭夫 委員：村谷晃司 

例会場 国分寺市本町３－１１－１２ 多摩信用金庫 国分寺支店３階 

事務局 国分寺市南町３-２０-３ 国分寺ターミナルビル９Ｆ 

 


