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最終移動例会 ～立川グランドホテル～ 

 

司会： 輿水 香 SAA 委員長 

    

 

【開会点鍾】 

田 畑 哲 郎 会長 

 

 

【国歌、ロータリーソング】 

 ソングリーダー： 

佐藤 喜義 会員 

国歌『君が代』 

ロータリーソング『奉仕の理想』 

 

【お客様紹介】 

 田 畑 哲 郎 会長 

・ 東京国分寺 RC 中村 早苗 会長 

・ 東京国分寺 RC 宍戸 隆介 幹事 

 

【会長の時間】  

 田 畑 哲 郎 会長 

 本日は、国分寺クラブより中村早苗会長、宍戸

隆介幹事がお見えになっております。最後までゆ

っくり楽しんでいってください。中村会長とは、

年齢も性別も違いますが、ほんとうに良き同輩と

して頼りにしてきました。時には励まされ、時に

は愚痴を言い合い、楽しい一年を過ごすことが出

来ました。本当にありがとうございました。これ

からもよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨のさなかの移動例会となりましたが、今日

まで一年間、会員の皆様のご協力に心よりお礼申

し上げます。 

○まずは、輿水委員長と会場監督委員会の皆さん

お疲れでした。例会が滞りなく開催できたのは皆

さんのお蔭です。ありがとうございました。 

○納涼例会から忘年・新年例会、観桜会と企画実

行していただきました、水島委員長と親睦活動委

員会の皆さまお疲れでした。古典落語鑑賞会は本

当に良い思い出になりました、ありがとうござい

ました。 

○赤木プログラム委員長には本当に感謝申し上げ

ます。一年を通してプログラム委員会は大変だっ

たと思いますが、ついつい甘えさせてもらいまし

た。本当にありがとうございました。 

○遠藤委員長と出席委員会の皆さんお疲れでした。

今年は出席率が良くなくて大変だったと思います。

新しい出席表はどうでしたか、使い易いなら次年

度でも使用してください。ありがとうございまし

た。 

○保坂委員長と公共イメージ・会報委員会の皆さ

んお疲れでした。今年はロータリーの友の解説と

マイロータリーの登録に努力していただきました。

ありがとうございました。 

○ロータリー情報・会員組織委員会は会員増強・

選考・職業分類委員会を兼ねますので、入会者が

無いと仕事が半分になってしまいました。廣瀬委

員長と委員会の皆様、一年間お疲れでした、あり

がとうございました。 

○奉仕プロジェクト委員会の皆さんお疲れでした。

社会奉仕・国際奉仕・青少年・職業奉仕とこの委

員会も盛りだくさんです。小栁委員長は、会場監

督の副委員長と兼任でよく一年頑張っていただき

ました。おかげで全ての奉仕活動が無事実施出来

ました。ありがとうございました。 

○ロータリー財団委員会の皆さん、お疲れでした。

委員長の鏑木さんには、米山奨学委員会も兼任で

したので大変だったと思います。ウェブ例会の卓

話やポリオプラスの研修会など。地区の出向を合

わせて、ありがとうございました。 



○クラブ細則・運営規定改訂特別委員会の皆さん、

お疲れでした。２年前のやり残しと入会金の改訂、

組織変更など、横道委員長をはじめパスト会長で

なければ一歩も進めることが出来なかったと思い

ます。あらためてお礼を申し上げます。 

○地区出向・ＲＩ財団出向・地域役員委員出向の

皆さんお疲れでした。一年間のご協力に感謝申し

上げます。 

○グアム地区大会の準備や手続きは大変でした。

事務局、鷹野桂子さんお疲れでした。色々ありま

したが、一年間ありがとうございました。 

○最後に、浅川幹事、本当にお疲れでした。幹事

をお願いしたのが、つい先日だったように感じて

います。何もない年だから忙しくないよ。などと

よく言ったものです。よく受けていただきました。

何かある事に事務所で相談しました。1 分で行け

るのが良かったのかな。打合せが終われば速攻で

処理をしていただきました。あなたのお蔭で 1 年

間会長が続きました。浅川幹事本当にありがとう

ございました。 

 

事業計画書に書いていない、自分目標の一つに

「時間通り初めて時間内に終わること。」「会長の

時間は短く分かり易く」がありました。何回かの

卓話が伸びて数分オーバーしたこと以外守れたと

思います。会長の時間の原稿は読まずに自分の言

葉で話をするようにしました。その方が時短にも

つながり、よかったと思います。 

今日は初めて原稿を読んでいます。全ての委員

会を、もれなくありがとうと言いたくて書いてき

ました。事前に書いて読むと、やっぱり相当長く

なりますね。 

 

ついにこの日を迎えることとなりました。決し

て平坦な道のりではありませんでしたが、こうし

て皆様にお集まりいただき、最終の例会を開催出

来ることを心よりうれしく思います。本当にあり

がとうございました。 

 

【ご挨拶】 

 東京国分寺ロータリークラブ 

会長 中村 早苗 様 

幹事 宍戸 隆介 様 

 

 

 

 

 

  

【幹事報告】  

  浅 川  直 行 幹事 

 

6月 15日平和センターセミナー 

6月 17日次年度プログラム委員会 

6月 17日多摩中 G会長・幹事新旧合同引き継ぎ会 

6月 19日第 4会クラブ会長・幹事会 

6月 20日次年度第 1回地区拡大役員会 

6月 20日次年度 R財団委員会炉辺会議 

6月 24日最終例会 

 

【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

  遠藤 美知子 委員長 

  会員数  ３６名 免除４名  

有効会員数     ３２名 

  出席者       ２９名 

  メークアップ済    １名 

       計３０名 出席率９４％ 

  前々回の訂正なし 

 

【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  

   水 島  至 委員長  

 

○国分寺 RC中村会長・宍戸幹事 

 田畑会長、浅川幹事をはじめと致します、東京

武蔵国分寺 RCの皆様、一年間大変お世話になり

ました。次年度以降もご指導よろしくお願い致

します。 

〇田 畑 哲 郎 会長、浅 川 直 行 幹事 

 東京国分寺 RC、中村会長、宍戸幹事、推奨学生

リンさん、会員の皆様、18-19 年度お世話にな

り、ありがとうございました。19-20 年度も本

多会長、村谷幹事を中心に新入会員の篠原さん、

椿さん、会員の皆様宜しくお願いします。 

〇縄 康雄 会員 

 田畑会長、浅川幹事各委員会の皆様、お疲れ様

でした。 

○佐 藤 喜 義 会員 

 一年間、会の運営に御協力ありがとうございま

した。 

次年度も又 SAA です。本年度にも増して協力お

願いします。 

 



○小 柳 洋 次 会員 

 輿水委員長、1 年間御指導ありがとうございま

した。委員長の事は夢に出てきました。 

○輿水 香 会員 

 田畑会長、浅川幹事の伴走約もあと 1 回です。

最後まで走り抜きます。1 年間皆様ご協力をあ

りがとうございました。 

○井 口 敏 之 会員 

 田畑・浅川年度、長いのか短いのか？ 

まずは 1年間ご苦労様でした。 

○角 田 桂 司 会員 

 田畑会長、浅川幹事、1年間お疲れ様でした。「あ

っ」という間でしたね。ありがとうござ     

いました。 

○田 竝 清 幸 会員 

 皆様 1年間お疲れ様です。ニコニコします。 

○小 川 義 幸 会員 

 田畑会長、浅川幹事、1 年間ご苦労様でした。

感謝してニコニコします。 

○廣 瀬 可世子 会員 

 田畑会長、浅川幹事、1年間お疲れ様でした。 

○尾 崎 幸 信 会員 

 田畑会長、浅川幹事、1 年間ありがとうござい

ました。 

○櫻 井 健 生 会員 

 水島委員長お疲れ様でした！！ 

○三枝 正 会員 

 1 年間ありがとうございました。今年初めての

ニコニコです。 

○河 西 政 徳 会員 

 最終例会なので、胃腸炎治療中無理してきまし

た。途中退場したらすみません。 

○鈴 木 義 明 会員 

 1 年間大変ご苦労様でした。引続き、来年頑張

ってください。 

○村 谷 晃 司 会員 

 今年も 1 年ありがとうございました。来年もよ

ろしくお願いいたします。 

○小 林 康 久 会員 

 田畑会長、浅川幹事 1年間お疲れ様でした。 

○金澤 昇 会員 

 田畑・浅川様、1年間お疲れ様でした。 

○矢 野 朝 則 会員 

 皆様、1 年間お世話になりました。次年度も宜

しくお願いします。 

○水島 至 会員 

 親睦委員会 1 年間御協力ありがとうございまし

た。 

 

 

【１００％出席者表彰】 

  出席委員会  

遠藤 美知子 委員長 

 

★入会以来 10年間以上１００％  

 廣瀬可世子 

 本多幸雄   

 

 

 

★今年度１００％      

小川義幸 鈴木義明 田畑哲郎（自ｸﾗﾌﾞ 100％） 

赤木建治  佐藤喜義 浅川直行（自ｸﾗﾌﾞ 100％） 

小泉市郎 三枝 正 輿水 香 

鏑木孝和 角田桂司 遠藤美知子  

小栁洋次 伊藤文昭 

 

 

 

 

 

 

 

一年間の出席率： ８６．４％（37回） 

 

【引き継ぎ式】 

 田畑哲郎会長から 

   本多幸雄次年度会長へ 

 田畑会長へパスト会長バッチ贈呈 

   花束贈呈 

 

 

 

 

 

 浅川直行幹事から 

   村谷晃司次年度幹事へ 

 浅川直行幹事へパスト幹事バッチ贈呈 

   花束贈呈 

 

 

 

 



輿水 SAA委員長から 

   小栁次年度 SAA委員長へ 

 

 

 

 

水島親睦活動委員長から 

   矢野度親睦活動委員長へ 

 

  

 

 

 

【閉会点鍾】田 畑 哲 郎 会長 

 

～懇親会～ 

司会 矢野朝則次年度親睦活動委員長 

 

   

 

開会、乾杯挨拶 

   本多幸雄次年度会長 

 

 

 中締め挨拶 小林康久 副会長 

 

 

 

 

 閉会挨拶  村谷晃司 次年度幹事  

 

 

 

 「手に手つないで」 

   ソングリーダー 鏑木孝和 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長：田畑哲郎  幹事：浅川直行 

クラブ広報・会報委員会 委員長：保坂光彦、副委員長：村谷晃司、委員：尾崎幸信、田中良人、櫻井健生 

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 

 


