
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 司会： 

三 枝 正 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： 

遠 藤 美 知 子 会員 

  『四つのテスト』 

  

    

【お客様紹介】 

地区奉仕プログラム委員会 

職業奉仕委員 蓮池 功 様 

（東京田園調布 RC） 

職業奉仕委員 神谷 征兒 様 

（東京三鷹 RC） 

  伊藤 平八郎 様 （東京立川 RC） 

  岩田 敏雄  様 （東京小平 RC） 

  林  紀久子 様 （東京国分寺 RC）   

 

 

 

 

【会長の時間】  

  赤 木 建 治 会長 

 

皆さん今日は、さる４月９日観桜会そして、２５

周年記念事業遺構解説板除幕式当日は、曇天の中、

大勢の会員の皆様の出席、誠に有難うございまし

た。 

井澤市長を始め市議会議長、教育委員会教育長、

国分寺市役所、ふるさと文化財課の方々など多く

の来賓の方々に出席頂きさらに、ジェイコムも取

材に来ていただき盛大に行うことができました。

ジエイコムのデイリーニュース観られた方もいら

っしゃると思いますが、今年度は、横道パスト会

長のおかげで、２５周年事業には必ずジエイコム

から取材に来ていただき当クラブの広報が出来ま

した事、有難うございました。 

そして、１２日のインターシテイミーティングも

４００名近い方々の出席を戴き、盛大かつ無事終

了致しましたこと誠に有難うございました。２５

周年事業も残すところ記念誌発行のみとなりまし

た。記念誌発行プロジェクトの皆さん、佐藤喜義

実行委員長宜しくお願い申し上げます。 

２０日は第二回クラブ協議会が開催されました。

２５周年事業として、運営規定見直しプロジェク

トにより、委員会数を少なくしましたのでクラブ

協議会に参加される委員長さんも少なく、欠席せ

ずお願い致します。 

次年度立上げまで後２カ月です。各委員長さん、

今年度同様宜しくお願い致します。 

前回、何かの話の種としてロータリーソングにつ

いてお話しいたしましたが、今日はニコニコボッ

クスの話をさせて頂きます。何かの話の種として

お聞きください。ニコニコボックスと言うのは、

世界中どこの国にもあると言うものではありませ

ん。日本で、ニコニコボックスの慣例が出来たの

は、昭和１０年のことでした。関東大震災の被災

孤児達を東京ロータリーホームと言う孤児院で世

話をしていましたが、東京ロータリークラブの人

達が、昭和１０年に当時オープンした多摩川園と

いう遊園地に孤児達をつれて行ってやろうという

ことになりました。ところが、さてその金はどう

しょうかと言うことになりましたがクラブ自体に

お金はありません。そこで、日本橋の羅紗問屋と

村伝助商店の筆頭番頭であった関幸重という人が

一計を案じ、あり合わせのボール箱をもって、『あ



なたの誕生日ですよ』とか『お嬢さんが結婚され

たでしょう』とか色々なことを面白く話しながら、

例会場を回ったそうです。 

会員達が皆、笑いながら財布の紐を解いたと言い

ます。当時、大学卒の初任給が60円くらいの時代

に600円のお金があつまったといいますから、流石

は東京ロータリークラブです。これで孤児達を多

摩川園に連れて行くことが出来たとあります。そ

れからは、関さんが、何かことあるごとにその箱

を持って回ったそうですが、あまり汚い箱では具

合が悪いだろう、みんながニコニコしてお金を出

してくれるからと言うので、三越に注文して、え

びす様の顔を彫った箱を誂えました。これがニコ

ニコボックスの起こりと言われています。いずれ

にしても、先人のロータリアン達は、お金を集め

るにしても色々考えてユーモラスに行ったようで

すが、今日のロータリーには、このユーモアがや

や乏しい様です。なお、東京ロータリークラブの

この慣例に対して、大阪ロータリークラブは昭和

５年だから東京よりも早いという説があります。

しかし、大阪ロータリークラブの場合は、遅刻等

の時にSAAがなにがしかのお金を強制的に取り立

てる罰金箱であって、ニコニコボックスとはその

趣旨が異なったと言われています。ニコニコボッ

クスは、あくまでも、何か喜び事があったときに、

会員達がそれを記念して、社会奉仕の浄財をクラ

ブに寄付するものであって、罰金箱のように人を

責める形で金を集めたという恨み辛みの籠もった

お金を社会奉仕に使うことはロータリーの趣旨に

合わないと言われ、罰金ボックスは『すまんボッ

クス』として、ニコニコボックスとは区別してい

るクラブもあるようです。今年度のニコニコボッ

クスは目標額に、まだ達していません残すところ

あと二か月です。皆様のご協力、何卒宜しくお願

い致しまして会長の時間を終わります。 

 

 

【幹事報告】 

松 田  博 幹事 

 

4月 5日 第 13回地区補助金委員会 

4月 5日 親子合同夜間例会打合せ会議 

4月 9日 遺構解説板除幕式 

4月 9日 観桜会 

4月 12日 多摩中 G IM 

4月 13日 地区役員会 

4月 13日 次年度 R財団ｷｯｸｵﾌ会議 

4月 13日 次年度青少年交換管委員会ｷｯｸｵﾌ会議  

4月 20日 第 2回ｸﾗﾌﾞ協議会 

4月 20日 東京中央 RC創立 30周年記念式典 

4月 22日 京浜ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 

4月 23日 消防少年団入卒団式 

4月 23日 国分寺市市民活動ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

4月 24日 地区研修協議会 

 

【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

    小川 義幸 副委員長 

  会員数３９名 免除 ４名  

有効会員数    ３５名 

  出席者      ２２名 

  メークアップ済   ８名 

       計  ３０名 出席率８６％ 

  前々回（４月９日）の訂正 

８６％を９２％に訂正 

 

【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  

  横山 健二郎 委員 

 

〇赤 木 建 治 会長、松 田 博  幹事 

本日は、地区職業奉仕委員会委員長、蓮池功様、

卓話・来訪ありがとうございました。今年度地区

運営方針の「奉仕の哲学を実践しよう」を改めて

勉強したいと思いますので、宜しくお願いします 

 

○ 鈴 木 義 明 会員 

蓮池委員長自らお越し頂いての卓話ありがとうご

ざいます。また、お世話になりありとうございま

す。 

 

○尾 崎 幸 信  会員 

地区職業奉仕委員長 蓮池 功様、本日は委員長

自ら、ロータリーの原点であります「職業奉仕」

についての卓話をお引き受けいただきましてあり

がとうございました。 

お願いした私が急用のためにお話を伺うことがで

きません。誠に申し訳ありません。感謝と御礼の

ニコニコをさせていただきます。有難うございま

した。 



 

○ 金 澤 昇 会員 

先日 4月 12日 IMでは、皆様にご協力いただき、

ありがとうございました。又、昨日、消防少年団

入団式には赤木会長の出席を頂きありがとうござ

いました。 

 

 

○水 島 至 会員 

先日は LEGACYにご来店ありがとうございました。

（水島夫人のママより） 

 

○ 浅 川 直行 会員 

遺構解説板除幕式に多数出席頂きありがとうござ

いました。お陰様で、立派な物が寄贈できました。 

 

○ 影山 昭夫 会員 

1 月に生まれた 2 人目の孫のお食い初めを、昨日

行いました。生まれて初期の時期を大病せず、無

事に育ってくれた事を、喜んでニコニコします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【卓話】 

本多 幸雄 プログラム委員 

 

 

卓話： 

地区職業奉仕委員会 蓮池 功 委員長 

「職業奉仕について」 

 

 

 

 

 

 

 

【謝辞】赤木建治会長 

 

 

 

 

 

 

【閉会点鍾】赤 木  建 治 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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：影山昭夫 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 

 


