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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 

 
 

 

 

最終移動例会 ～パレスホテル立川～ 

 

司会： 小栁 洋次 SAA 委員長 

    

 

【開会点鍾】 

本多 幸雄 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】 

 本多 幸雄 会長 

 

・ 東京国分寺 RC 照木 信久 会長 

・ 東京国分寺 RC 井口  朗 幹事 

 

【会長の時間】  

 本多 幸雄 会長 
  
 
 
 
 

皆さん、こんばんは。最終例会ということで嬉し

いような寂しいような複雑な気持ちでございます。 

 さて最初に会務報告を少しさせて頂きます。先

週例会後、地元医療従事者支援ということで高木

先生のところへ伺いまして医療物資３０万円相当

分の目録をお渡しして参りました。先生の所では 

 

４月より PCR 検査を実施されており、まさに最前

線でコロナと戦っておられます。クラブの仲間と

して大変誇らしく思いました。また国分寺 RC さ

んとの共同事業であります学童保育所「かがやき」

さんへの食糧支援が無事に終わっていることを合

わせてご報告いたします。その様子を撮りました

写真がございますのでご確認下さい。 

 ここで１年間終わって今実感していることをお

話させて頂きます。 

我がクラブには現在４２名の会員さんがおられま

す。チャーターメンバーをはじめ長く在籍されて

いる方から今年ご入会いただいた６名の新会員の

方まで、またその中には仕事や諸般の事情で参加

がままならない方もおられます。でも本当に素晴

らしい方ばかりです。これだけのメンバーで運営

できる組織はそうはないと思います。私は今年会

長という要職を頂きました。皆様のお支えがなか

ったらとても務まらなかったでしょう。心より御

礼申し上げます。 

 小柳委員長をはじめとする会場監督委員会の

方々、１年間何の文句も言わずに早い時間から準

備をして、お客様をお迎えしてもらい、片付けま

できっちりとこなして頂きました。ありがとうご

ざいました。 

 矢野委員長を先頭に、親睦委員会の皆様には早

くから委員会を開催して頂き、各種充実した親睦

事業を行っていただきました。楽しかったです。

そして多くのニコニコを集めて頂き感謝しており

ます。 

 河西委員長、委員会の皆様、笑顔で会員のみな

さんやお客様を迎えて頂き、そして翌月の出席予

定まで管理していただきありがとうございました。 

 鈴木プログラム委員長にはかつてない委員会運

営をして頂きました。またその期待に応えて委員



会の皆様が魅力的なプログラムをご用意頂きまし

た。素晴らしかったです、感謝しております。 

 そして以上の委員会を取りまとめて頂いたクラ

ブ管理運営委員会桜井委員長、伊藤副委員長、た

いへんご苦労様でした。 

 公共イメージ・会報委員会浅川委員長をはじめ

とする皆さん、週報の発行や HP の更新、ありが

とうございました。 

 ロータリー情報・会員組織委員会田畑委員長ほ

か委員会の皆さん、新会員セミナーの入念な準備

にも関わらずコロナの影響で実施できなかったこ

と、残念でしたが感謝しております。それから６

名の入会式、ありがとうございました。 

 三枝奉仕プロジェクト委員長をはじめとする委

員会の皆様、各種奉仕事業の実施、青少年交換留

学生マリーさんのお世話、ご苦労様でした。特に

児童養護施設卒業生への新生活支援、９か所の施

設を回ったこと感謝しております 

 角田ロータリー財団委員長ほかメンバーの皆様、

財団寄付３部門達成お見事でした。ありがとうご

ざいます。 

 清水米山奨学委員長、委員会の皆様、米山奨学

生グエン・フーユー・リンさんの２年間のフォロ

ー、そして寄付金集め、ありがとうございました。 

 尾崎会計委員長には毎月の会計報告を頂いたこ

と、そして何かと至らない私を元会長幹事のご縁

で支えて頂きました。これからもご指導よろしく

お願い致します。 

 最後に村谷幹事、本当にありがとうございまし

た。大雑把な私を精密機械のように的確な分析、

対応を以って支えて頂きました。幹事がいなかっ

たら今日を迎えることは出来なかったと思います。

心より感謝申し上げます。 

 そして鷹野さん、素晴らしい働きでした。 

 以上で会長の時間とさせていただきます。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 照木 信久 様 

幹事 井口  朗 様 

 

 

 

 

【幹事報告】 

  村谷 晃司 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 

  河西 正徳 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  

   矢野 朝則 委員長  

 

○国分寺 RC照木会長・井口幹事 

 今日はお招き頂き、ありがとうございます。 

 本多会長・村谷幹事・皆様には一年間大変お世

話になり、感謝致します。又会員増強功労賞受

賞誠におめでとうございます。今後とも、ご指

導の程宜しくお願い申し上げます。ニコニコで

す。 

〇本多 幸雄 会長、村谷 晃司 幹事 

 本日、いよいよ本年度最終例会となりました。 

 会員の皆様、一年間ありがとうございました。 

 心よりお礼申し上げますと共に、次年度櫻井会

長・伊藤幹事にエールを送りニコニコ致します。 

〇本多 幸雄 会長 

 皆様と過ごした、楽しい 1 年に感謝してニコニ

コ致します。 

〇村谷 晃司 幹事 

 あっという間の一年間となったのは、コロナ休

会が多かったからかもしれませんが、一年間、

いろいろ大目に見ていただき、本当にありがと

うございました。感謝を込めて、ニコニコ致し

ます。本多会長にも感謝致します。 



〇櫻井 健生 会長エレクト、伊藤 文昭 副幹事 

 本多会長・村谷幹事、一年間お疲れ様です。  

 来週から多摩信での例会場にニコニコします。 

〇縄 康雄 会員 

 最終例会に参加出来ずに、申し訳ありません。

本多会長、村谷幹事・理事・役員を始め・メン

バーの皆様、一年間お疲れ様でした。素晴らし

い 1年でした。 

○鈴 木 義 明 会員 

 本多会長・村谷幹事、1 年間大変ご苦労様でし

た。満足出来たプログラムか判りませんが、私

には大変楽しい一年でした。ありがとうござい

ました。 

○小 川 義 幸 会員 

 本多会長、村谷幹事、一年間ご苦労様でした。

感謝してニコニコします。 

○尾 崎 幸 信 会員 

 本多会長、村谷幹事、一年間ありがとうござい

ました。櫻井次年度会長・伊藤次年度幹事、宜

しくお願い致します。 

○三枝 正 会員 

 1年間、楽しい時間をありがとうございました。 

○金澤 昇 会員 

 本多会長・村谷幹事、1年間お疲れ様でした。 

○井口 敏之 会員 

 本多・村谷年度、色々あったと思いますが、本

当に一年間ご苦労様でした。本多会長・村谷幹

事でなければと思う一年でしたので、ニコニコ

します。 

○角田 桂司 会員 

 数々の苦難を乗り越えられ、本日を迎えられた

本多会長、村谷幹事に敬意を表します。 

一年間、本当にお疲れ様でした。 

○内藤 智明 会員 

一年間ありがとうございました。来年もよろし

くお願いします。 

○椿 将樹 会員 

 一年間ありがとうございました。 

○山本 雄一 会員 

 新入会員の山本です。 

 今後とも宜しくお願い申し上げます。 

○小 林 康 久 会員 

 本多会長、村谷幹事、1年間お疲れ様でした。 

 後半はコロナで残念でしたね。 

 櫻井年度の船出を祝福致します。 

○廣瀬 可世子 会員 

 本多会長、村谷幹事、1年間お疲れ様でした。 

 大変な一年でしたね。 

○浅川 直行 会員 

 本多会長、村谷幹事、1年間お疲れ様でした。 

 コロナがありましたけど、充実した年度でした。 

○佐 藤 喜 義 会員 

 ようやく一年を乗り切りました。皆さん、大変

な騒ぎの中、ここまでたどり着いた感じです。

次のステップに向けて、時代の状況に応じて、

進むつもりです。無事一年を終えた事にニコニ

コします。 

○河西 正徳 会員 

 皆様のおかげで、出席委員長の役割を担わせて

いただきました。ありがとうございました。 

○遠藤 美知子 会員 

 いつまで続くコロナ戦争映画三昧の毎日もそろ

そろ終わりにしたいです。主人と二人の時間、

少々疲れてきました。何とかしてーーーー！！ 

 本多会長・村谷幹事、お疲れ様でした。 

○田 竝 清 幸 会員 

 皆様一年間お疲れ様でした。次年度もコロナに

負けず、元気に行きましょう。 

○矢 野 朝 則 会員 

 皆様、1 年間お世話になりました。有難うござ

いました 

○プログラム委員会新旧引継ぎ会参加者一同 

 充実した打合せが出来ましたので、ニコニコ致

します。一年間ありがとうございました。来年

もよろしくお願いします。 

○親睦活動委員会メンバー一同 

 親睦活動委員会 1 年分の炉辺会議の会計の余り

をニコニコします。皆様のお陰で、本年度のニ

コニコ累計額 100 万円越えを達成する事が出来

ました。一年間本当に有難うございました。 

 

 

【１００％出席者表彰】 

  出席委員会  

河西 正徳 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％） 

佐藤喜義（自ｸﾗﾌﾞ 100％）浅川直行（自ｸﾗﾌﾞ 

100％）三枝 正 輿水 香 

 

 

 

 

 

 

 

角田桂司 小栁洋次 伊藤文昭 村谷晃司 

矢野朝則 小美野和典 篠原克宏 河西正徳 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆努力賞 80％以上 

金澤 昇 縄 康雄 井口敏之 遠藤美知子 

 矢野幸一 椿 将樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年間の出席率：  

８８．１％（２９回） 

 

 

 

 

 

【引き継ぎ式】 

 本多幸雄会長から 

   櫻井健生次年度会長へ 

 本多幸雄会長へパスト会長バッチ贈呈 

    

 

 

 

 

 

 村谷晃司幹事から 

   伊藤文昭次年度幹事へ 

 村谷晃司幹事へパスト幹事バッチ贈呈 

 

 

 

 

 

小栁洋次 SAA委員長から 

   矢野幸一次年度 SAA委員長へ 

 

 

 

 

 

矢野朝則親睦活動委員長から 

   田竝清幸次年度親睦活動委員長へ 

 

  

 

 

 

【閉会点鍾】本多 幸雄 会長 

 

～懇親会～ 

 

司会  

田竝清幸次年度親睦活動委員長 

 

   

 

開会、乾杯挨拶 

   櫻井健生次年度会長 

 

 

 

 中締め挨拶  

田畑哲郎次年度副会長 

 

 

 

 

 閉会挨拶   

伊藤文昭 次年度幹事  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


