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クラブテーマ 

クラブ会員の「つながり」から始めよう 

週報 
東京武蔵国分寺ロータリークラブ 
国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
 

 

司会：   

   矢野 幸一 SAA 委員 

 

【開会点鍾】 

本多 幸雄 会長 

 

【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－タリ－ソング 「奉仕の理想」 

 

【お客様紹介】 

  本多 幸雄 会長 

  多摩中グループ  

ガバナー補佐  

   田中 靖  様 

グループ幹事    

 町田 裕紀 様 

 

【入会式】 

ロータリー情報・会員組織委員会 

     田畑 哲郎 委員長 

新入会員 

白木 毅生 さん 

  （紹介者 込山雄茂会員） 

    田中 孝和 さん 

（紹介者 内藤智明会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誕生会】 

  親睦活動委員会  

矢野 朝則 委員長 

 

    3月 6日   椿  将樹  会員 
    3月 10日   田竝 清幸  会員 

3月 14日   遠藤 美知子 会員 
    3月 24日   廣瀬 可世子 会員 

    4月 １日    小山  章    会員 
        4月 18日    輿水  香    会員 
        4月 20日    鏑木 孝和   会員 
        5月  3日      水島  至   会員 
        5月 4日     本多 幸雄    会員 
        6月 5日     矢野 幸一  会員 
        6月 10日    田畑 哲郎  会員 

 

 

 

 

 



【会長の時間】  

  本多 幸雄 会長 

皆さん、こんにちは。約３か月半 

ぶりの例会ということで皆様のお 

元気そうな姿を拝見して大変嬉し 

く思っております。久しぶりにたくさんお話し

たいところですが今日は盛りだくさんな内容とな

っておりますので会務報告を中心にさせて頂きま

す。 

まずはコロナに関連しまして地元医療従事者支

援を行うこととしました。理事会で検討し当クラ

ブの会員である高木先生の病院に医療物資を３０

万円相当分支給させて頂くこととしました。先生

の病院では医師会、保健所等と連携して４月より

PCR 検査を実施しているそうです。皆様に何か心

配事があればいつでも連絡してくださいとのお言

葉を頂いております。また５月に予定していた地

区行事「あなたのロータリー」が中止になったこ

とでガバナーより使わなくなった皆様からの協賛

金を困窮世帯の子供たちの食糧支援に充ててくだ

さいとのお話がありました。多摩中グループでは

田中ガバナー補佐の発案で行政単位の実施という

依頼がございましたので国分寺では高木先生が運

営する学童保育所にお米５㎏４０名様分を送るこ

とといたしました。 

さて角田会員にポリオの企業 

協賛寄付に関する感謝状が届いて 

おりますのでご紹介いたします。 

角田会員、ご登壇ください。 

次に国分寺消防少年団育成金を 

お渡ししたいと思います。 

金澤会員、ご登壇ください。 

 

それから青少年交換留学生マリーさんのお世話

をした方々への感謝状が届いております。 

鏑木 孝和カウンセラー 

本多 幸雄 ＨＦ 

三枝 正  ＨＦ 

尾崎 幸信 ＨＦ 

 

今週、来週と新会員の皆様によるイニシエーシ

ョンスピーチでございます。私自身、たいへん楽

しみにしておりました。ぜひぜひ自己アピールを

していただき、一日も早く溶け込んで頂けたら嬉

しく思います。宜しくお願い致します。 

以上で会長の時間とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

【幹事報告】   

伊藤 文昭 副幹事 

6月 15日 20-21年度第 2回臨時理事会 

6月 16日 地区クラブ 会長幹事会 

6月 18日 20-21年度 第 4回多摩中Ｇ協議会 

6月 18日 多摩中Ｇ新旧合同協議会 

  

【委員会報告】 

出席委員会／出席報告 

    河西 正徳 委員長 

  会員数  42名 免除 2名 

有効会員数   40名 

  出席者     34名 

  メークアップ済 1名 

      計 35 名 88％ 

  前々回の訂正 訂正なし。 

 

【公共イメージ委員会】 

  浅川 直行  委員長 

   ロータリーの友 紹介 

 

【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  

  田竝 清幸 親睦活動副委員長  

 

〇本多 幸雄 会長 伊藤 文昭 副幹事 

 本日は、田中ガバナー補佐・町田グループ幹事

ご来訪誠にありがとうございます。 

白木様・田中様ご入会おめでとうございます。

そして、山本さん・藤原さん、イニシエーショ

ンスピーチ宜しくお願い致します。 

〇本多 幸雄 会長 

 皆様、大変ご無沙汰しております。例会の再開   

 がこれ程うれしいとは‥‥感無量です。 

 白木さん、田中さん、お待たせしました。ロー 

タリーライフをご堪能下さい。山本さん・藤原

さん、よろしくおねがいします。 

〇込山 雄茂 会員 

白木さん、田中さん、ご入会おめでとうござい

ます。 

〇縄 康雄 会員 

 白木会員、田中会員の入会を歓迎し、今後の活

躍を期待し、ニコニコします。 

〇輿水 香 会員 

 3 月中旬から 5 月中旬まで娘が里帰り出産して

きました。コロナの渦の中、4 月 7 日に初孫が

産まれました。私は仕事と娘の世話の両立で大

変。嵐のような忙しさでした。 



（サラリーマン川柳） 

 ジジババも 子育て参加 ワンチーム 

〇横道 哲夫 会員 

白木さん、田中さん、ようこそ、待っておりま

した。これからの活躍を期待し、ニコニコしま

す。込山さんの紹介との事、有難うございます。 

〇角田 桂司 会員 

 皆様、お久しぶりです。本日は、山本会員、藤 

原会員のイニシエーションスピーチを楽しみに

しています。又白木さん、田中さん入会おめで

とうございます。今後、宜しくお願いします。 

〇鈴木 義明 会員 

久しぶりの例会、皆様にお会いできて、大変 

嬉しく思います、本日の新入会員、白木さん 

田中さん、入会おめでとうございます。 

〇尾崎 幸信 会員 

6 月 11 日に 2 人目の孫が誕生しましたので、 

二コニコします。 

〇金澤 昇 会員 

お久しぶりです。コロナで皆様、大変でしたね。 

暇だから、メールで宣伝をしています。見て 

下さい。都の助成金が決定しました。又、消防 

少年団に助成金を頂けるようで、ニコニコします。

白木様、田中様、入会おめでとうございます。 

〇田畑 哲郎 会員 

 皆さん、久しぶりです。今日は、白木毅生さん、

田中孝和さんの入会、おめでとうございます。

また、山本さん、藤原さんのイニシエーション

スピーチ、楽しみにしています。 

〇小栁 洋次 会員 

 久しぶりに例会が出来て、皆さんにお会いでき

ました。ニコニコします。 

〇矢野 朝則 会員 

 白木毅生さん、田中孝和さん、ご入会おめでと

うございます。藤原英作会員、山本雄一会員、

イニシエーションスピーチ楽しみにしています。 

〇井口 敏之 会員 

 白木さん、田中さん、入会おめでとうございま

す。又、久々の例会で皆さんの顔が見られてう

れしく思い、ニコニコします。 

〇田竝 清幸 会員 

 皆様の健康と諸々に感謝を込めて、ニコニコし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

〇櫻井 健生 会員 

 ニコニコします。 

〇廣瀬 可世子 会員 

 皆さんに会えて、うれしいです。 

〇浅川 直行 会員 

 皆様、ご無沙汰しておりました、制限もありま 

すが、こうして、本日再開できる事を嬉しく思 

います。皆様で一緒に頑張りましょう。 

〇佐藤 喜義 会員 

世界大会に行けなかったので、お金が戻ってき

ました。一部ニコニコします。 

〇伊藤 文昭 会員 

 暫くぶりに皆様にお会い出来、嬉しく思います。 

2 名の新会員 白木毅生さん、田中孝和さん、

入会おめでとうございます。山本会員・藤原会

員、本日のイニシエーションスピーチ楽しみに

しています。 

〇小美野 和典 会員 

 久しぶりの例会にニコニコします。 

〇河西 正徳 会員 

 約 3 か月ぶりの例会で、皆様とお会いできてう 

れしいです。新入会員の方も、大変お待たせ致 

しました。 

＜ニコニコ大賞＞ 

  

  輿水 香 会員 

 

 

【イニシエーションスピーチ】 

   

  山本 雄一 会員 

 

  藤原 英作 会員  

  

【閉会点鍾】 

本多 幸雄 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長：本多幸雄  幹事：村谷晃司 

公共イメージ・会報委員会 委員長：浅川直行、副委員長：保坂光彦、委員：尾崎幸信  

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 

 


