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クラブテーマ  

 「柔軟な対応」 

週報 
東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

第１２０９回 例会報告 

  

 

 

 

司会：   

   矢野 幸一 SAA 委員長 

 

【開会点鍾】 

櫻井 健生 会長 

 

【国歌・ロータリーソング】 

  「国歌」・「奉仕の理想」 

 

【誕生会】  

 親睦活動委員会  

    田竝 清幸 委員長 

 
   小山  章 会員 

   輿水  香 会員 
   田竝 清幸 会員 

  

【お客様紹介】 
   櫻井 健生 会長 

東京国分寺ロータリークラブ 

会長         藤岡 秀樹 様 

  創立 55周年実行委員長 関口 英朗 様 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

      支社長   照沼 裕昭 様  

 

【会長の時間】  

  櫻井 健生 会長 

久しぶりの対面式の例会ですね。 

さて、私からご報告とお願いが何点か 

ございます。 

まず、この対面式の例会ですが、今大阪をはじめ、

全国的にコロナの感染者数が増加しております。 

このまま東京でも 1,000人を超えるようなことが

あれば再び、ｚｏｏｍ例会に戻ることになるかも

知れません。予めご了承ください。 

また、本日はお弁当を配布しておりますが、ハイ

ブリットということもあり、お弁当の個数を確定 

させることが難しい、また、今後、熱くなる季節 

になりますと食中毒の危険性もあるため、本日を 

 

 

 

 

もってお弁当の配布は中止致します。 

たぶん、私の任期中は戻ることはないと思います。 

このように本年度はお弁当費が少なくなったり、

親睦的なイベントも無かったことから、お金が余

っているという言い方はよくないで、使えるお金

がかなり多くあります。 

このお金を会員に還元する、お金を戻すという考

え、ご意見も頂きましたが、先程の理事会で、こ

のお金はこのコロナ禍でバイトのシフトも入れて

もらえず困窮している学生や雇止めで仕事を失っ

た方など、明日の食事にも事欠くような方たちに

対してのフードバンク等に寄付する事で決定致し

ました。 

もちろん皆様からお預かりしている大切なお金で

すので、国分寺市役所などと連携を取り、決して

間違った寄付はしないように細心の注意を払って

執り行いたいと思っております。 

その為、場合によっては私の任期中では叶わない

かも知れませんが、叶わなかったとしても時期に

引き継いで必ず達成したいと思っております。 

何卒、ご理解願いますよう宜しくお願い致します。 

★ロータリー財団寄付表彰 

〇ベネファクター 櫻井 健生 会長 

〇ポールハリス    

矢野 朝則 会員・小栁 洋次 会員 

 浅川 直行 会員・金澤  昇 会員 

 小川 義幸 会員・尾崎 幸信 会員 

★傘寿お祝い     小林 康久 会員 

 

 

 

 

 

【ご挨拶】 

東京国分寺ロータリークラブ 

会長         藤岡 秀樹 様 

創立 55 周年実行委員長 関口 英朗 様 

  

「創立 55周年式典開催について」 

 

 



【趣味の時間】  

  村谷 晃司 会員 

 

【幹事報告】  

  佐藤 喜義 幹事 

4月 5日(月) 例会卓話打合せ会議 

4月 8日(木) 2021-22年度地区 R財団 

キックオフ会議 

4月 9日(金) 2021-22 年度第２回クラブ協議会 

4 月12日(月) 第十回理事会 

 

【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

   金澤  昇 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   0名 

       計 32名 89％ 

 前々回の訂正  なし 

 
【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  
   椿 将樹 委員  
 

〇東京国分寺ロータリークラブ 藤岡秀樹会長・

関口英朗創立 55周年実行委員会委員長 

 貴重な例会の時間をいただき、誠にありがとう

ございます。感謝を込めて、ニコニコします。 

〇櫻井 健生 会長・佐藤 喜義 幹事 

 久しぶりの例会場での例会、懐かしい思いです。 

 皆さんの元気な姿を確認できて、嬉しく思いま

す。これが今後も続きますよう祈ります。 

〇角田 桂司 次年度会長・小栁 洋次 次年度幹事 

 皆様の御協力で、第 1回 30周年実行委員会、第

2回クラブ協議会と PETS終了いたしました。 

今後とも、ご協力宜しく御願い致します。 

○山本 雄一 会員 

皆様、お世話になります。久々の会場例会で皆

様にお会い出来て嬉しいです。4 月 1 日に（一

社）イーツサポートネットワークという法人を

設立出来ましたので、ニコニコします。 

○矢野 幸一 会員  

 久々の対面例会と、弊社事ですが、品川区の中

延に保育園を 4 月 1 日に開園する事になりまし

たので、ニコニコします。 

 

 

 

 

○縄 康雄 会員 

久しぶりに皆さんとお会いしニコニコ致します。 

○鈴木 義明 会員  

 久しぶりの通常例会で皆さんのお顔を見る事が

でき、うれしく思い、ニコニコします。 

○小美野 和典 会員  

 久しぶりの例会場での例会にニコニコします。 

○田竝 清幸 会員  

 何もありませんが、久しぶりに皆様にお会いで

きてうれしいです。と言う事でニコニコします。 

○小栁 洋次 会員  

 久しぶりの例会で皆さんに会え、松山がマスタ

ーズ優勝！とても嬉しいので、ニコニコします。 

○金澤 昇 会員  

 先日ゴルフで 2 着になりました。パターが１７

と１３で３０パット、頭が私はいいのですね。 

○矢野 朝則 会員  

 久しぶりの例会、皆様のお顔を見られてうれし

いです。又、マスターズ松山選手の優勝に感動

してニコニコします。 

 

《ニコニコ大賞》 

 

  矢野 幸一 会員 

  山本 雄一 会員 

 

 

【クラブフォーラム】 

 司会： プログラム委員会 

本多 幸雄 副委員長 

 

「私のロータリー（入会 10 年未満会員）」 

 

 ・輿水  香 会員・角田 桂司 会員 

 ・小栁 洋次 会員 

  ・矢野 朝則 会員・小美野和典 会員 

 

 

 

 

 

【閉会点鍾】 

櫻井 健生 会長 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長： 櫻井 健生  幹事： 佐藤 喜義 

公共イメージ・会報委員会 委員長： 保坂 光彦  副委員長：内藤 智明  委員：  浅川 直行  

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 

 


