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・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 
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【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： 

小柳洋次 会員 

『君が代』 

  『奉仕の理想』 

 

【お客様紹介】赤 木  建 治 会長 

 大 澤 秀 利 様（東京江東ＲＣ） 

 

【誕生会】親睦活動委員会 水島至 会員 

 ＜今月の誕生月会員＞ 

  百田晶子 会員 

  横道哲夫 会員 

  佐藤喜義 会員 

   

 

 

 

 

 

【会長の時間】  

  赤 木 建 治 会長 

 

皆さん、こんにちは。さて、みなさんマイロータリ

ーの自主登録状況は如何でしょうか？次年度役職

につかれる方はマイロータリーへの登録は必須事

項です。 

今回、平和と紛争予防・紛争解決の分野で変化をも

たらすことでロータリー奨学生になられ、９月１２

日の例会に出発の挨拶にこられ、１８日にイギリス

に向けて出発された中村 知恵さんのグローバル

奨学金の承認の通知もロータリー財団及び公益財

団法人ロータリー日本財団より直接入り、その承認

通知に対するスポンサークラブ会長の法的同意の

承認確認もマイロータリーから行いますから、登録

がまだなようでしたら、早めの登録をお勧めいたし

ます。 

会員増強のお願いに関してＲＩ会長からメッセー

ジが、やはりマイロータリー登録アドレスに来てい

ましたのでその一部をご紹介致します。ジョン・

Ｆ・ジャームＲＩ会長のメッセージです。私が 今

の自分でいられるのはロータリーのおかげです。ロ

ータリーファミリーの一員であることは、自身、よ

り大きな存在の一部であること。つまり、人類のた

めに皆で力を合わせて偉大なことを成し遂げる、多

様で世界的なチームの一員であるということです。 

みなさまがロータリーの道を歩むことになった当

時を振り返るだけではなく、皆様が 歩まれたその

道をさらに多くの人々に開くことをご検討くださ

い。 

クラブと地区リーダーは積極的に参加するロータ

リー会員として、他のロータリアンの 模範となる

方々です。リーダーと委員長は、現会員の意欲を高

めるだけでなく、入会の魅力を示すという重要な役

割を担っています。 地域社会地元を大切にし、世

界をより良い場所にしたいと感じているロータリ

アン候補者は必ずいます。新会員を見つけることは 

知人を次の例会に誘い、ローターアクターや学友を

活動に招待することと同じくらい容易なことです。 

ロータリーでは、さらにいっそう、会員基盤を強化

し、維持するためのリソースの提供に 力を入れて

います。クラブの課題や 問題を把握し 解決策を立

てる為に「クラブの健康チェック」と「会員増強の

ための評価ツール」を是非活用ください。 

去る 2016 年規定審議会では、クラブの柔軟性を求



める立法案が採択されましたが、これにより、例会

を開く方法、会員の種類、又、なにをもって出席す

るかにより多くの裁量がクラブに求められ、クラブ

は今後、充実した元気なクラブ作り、すなわち、ク

ラブの健康管理に柔軟に取り組めるようになりま

した。 

地域社会、地元を改善し、全人類のためにより良い

世界を築く為の資質と意思を有する人たちのチー

ム育成を、みなさま、全員の念頭に置いて頂く様お

願いします。力を合わせればより多くを達成できま

す。会員の皆様のご尽力に心より感謝するとともに、

今後も『人類に奉仕するロータリー』を支える力と

なって頂けます事をお願い申し上げます。 

本日はクラブ協議会で会員組織委員会小林委員長

のもと、影山会員維持・増強委員会委員長の会員増

強があります。その時間で、是非、武蔵国分寺ロー

タリークラブでも、ＲＩ会長メッセージにありまし

た『クラブの健康チェック』を行いたいと思います。

健康を維持し、病気を予防するには、定期的な 健

康診断が欠かせません。これと同じように、クラブ

が地域社会、地元にとって大切な存在で有り続ける

ためには、クラブを定期的に診断し 問題点を見つ

け、その対処法を 探ることが極めて重要な事と考

えます。 

ロータリーに 入会する理由、及び会員であり続け

る主な理由となっているのは「地域への貢献」と「仲

間との親睦」と言います。ロータリー活動を地域の

皆さんに知って頂き、「よし、俺も、私も、ロータ

リーに参加したい。」そのような気持ちを奮い立た

せ、会員増強の一助としたいと思いますので皆様の

ご協力宜しくお願い致します。 

会長の時間を終わります。 

 

【幹事報告】 

松 田  博 幹事 

 

9月 26日 第 6回クラブ細則及び運営規定改訂ＰＪ 

     会議 

9月 27日 多摩中Ｇガバナー補佐 立川こぶしＲ    

     Ｃ訪問 

9月 27日 第 1回指名委員会 

9 月 28 日 多摩中Ｇガバナー補佐 小金井さくら

ＲＣ訪問 

9月 29日多摩中Ｇガバナー補佐 昭島ＲＣ訪問 

10月 3日 第 4回理事会 

【委員会報告】 

 ★出席委員会／出席報告 

    保 坂 光 彦 委員 

  会員数 ４１名 免除 ５名  

有効会員数    ３６名 

  出席者      ３２名 

  メークアップ済   ２名 

       計  ３４名 出席率９４％ 

  前々回（９月１２日）の訂正８６→９７％ 

 

 

 

★親睦委員会  

櫻井健生委員長 

 

 親睦旅行の会費を頂戴しております。旅行前まで

にお願いいたします。 

バスに乗らない方は、早めに私までご連絡お願い

いたします。 

 

★広報会報委員会 

 佐藤喜義 委員長 

 

 「ロータリーの友」記事紹介 

 ◎ロータリーとオリンピックの関係 

◎ポリオについての活動紹介 

 

★プログラム委員会 

尾崎幸信 委員長 

 

プログラムの訂正 

10 月 24 日のクラブ協議会はクラブ細則等改訂委

員会が中心となります。 

 

★おしらせ 

クールビズについては本日まで、次回からはネク

タイ着用ということでお願いいたします。 

 

【ニコニコボックス】 

  親睦活動委員会 

  横山 健二郎 委員 

 

○東京江東ＲＣ 大澤秀利 様 

  国分寺少年野球では大変お世話になっています。

送別大会よろしくお願いします。 



〇赤木会長、松田幹事 

 本日は会員増強プログラムです。会員組織委員会

小林委員長、会員維持・増強 影山委員長、そして

皆さんの積極的な協力お願いします。 

〇瀬野ちどり 会員 

 大失態。9月 27日私はすっかり主人の誕生日を忘

れてしまっていました。ロータリーよりお花が届

き気づかされました。どうあれお陰様で健康で６

４歳を迎えることができました。ありがとうござ

います。 

○尾崎幸信 会員 

 9月 30日に老人ホームが完成し、無事に引き渡し

が終了しましたのでニコニコ致します。 

○小林康久 会員 

 先日、妻の誕生日に花を送っていただき有難うご

ざいます。 

○百田晶子 会員 

 明日で、とうとう 50 歳に！！楽しい国分寺でお

店を貸し切るので、気楽な飲み会をしませんか。

10月 24日（月）に国分寺で集合。 

【クラブ協議会】 

   

「会員増強について」 

会員維持・増強委員会  

影 山 昭 夫 委員長 

  

 〇アンケート 

・クラブの健康チェック 

  ・健康チェックポイント 

（１） クラブでの経験 

（２） 奉仕と親睦 

（３） 会員増強 

（４） 公共イメージ 

（５） 運営 

 〇会員入会候補者について 

 

 

【閉会点鍾】赤 木  建 治 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               大澤 秀俊様  

                                  ようこそいらっしゃいました！ 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

      SAA委員会          出席委員会            親睦委員会 

                  皆様お疲れ様です！ 

 

 

 

 

 

 

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 

 


