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「みんなが主役・ 

広げよう奉仕と友情」 

週報 
東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

第１２２８回 例会報告 

  

 

 

 

司会：   

   田中 孝和 SAA 委員 

 

【開会点鍾】 

角田 桂司 会長 

 

【国歌・ロータリーソング】 

  「君が代」  「奉仕の理想」 

 

【誕生会】  

   親睦活動委員会  

椿 将樹委員  

・ 井口 敏之 会員 

・ 村谷 晃司 会員 

・ 田中 孝和 会員 

・ 高木 智匡 会員 

 

 

 

 

 

【会長の時間】  

   角田 桂司 会長 

 

皆様こんにちは。 

10 月の 18 日以来の例会です。この 3 週間で色々な

事が起きています。 

先月の 25 日より飲酒に関わる制限が解除され、そ

の影響もあり、多くの委員会が炉辺会議を開催しま

した。コミュニケーションの大切さを再認識してい

ます。今後も「どんどん」お願い致します。 

また、衆議院選挙が行われ、結果は自民党が「絶対

安定多数」の議席を確保した結果となりました。 

さて今月はロータリー財団月間です。事業計画で

は、 

① 財団への寄付は 1人 150ドル以上としています。

（レートは 114円です） 

 

 

 

 

② ベネファクター1人 私が 1000ドル寄付します。 

③ ポリオプラス 1 人 30 ドル以上としています。 

④ ポリオ撲滅支援企業 1 社以上 浅川会長エレ

クトと私の会社で寄付します。 

また、毎年 1000 ドルの寄付をしておられる「ポー

ルハリスソサエティ」が尾崎会員、鈴木会員、鏑木

会員、遠藤会員の 4名おります。 

この様に毎年寄付行為を行いながら財団からの補

助金を活用し奉仕活動に充てています。今年度は年

度初めに「国分寺市医師会」へ「アルコール消毒液」 

を寄付致しました。非常にタイムリーに行なえた事

業でした。本多委員長より「元会員の海沼先生から

お礼を言われた」と聞きまして本当に役に立ってい

ると実感致しました。  

今年度、当クラブからは 3人がロータリー財団に

出向されています。鏑木孝和会員・村谷晃司会員・ 

矢野 幸一会員です。この後、出向者報告といたし

まして 鈴木義明 地区 危機管理委員長、 

鏑木 孝和 地区 R財団奨学・学友・VTT副委員長 

矢野 幸一 地区 R財団ポリオプラス委員 に報告

をお願いしています。宜しくお願い致します。 

毎週申し上げておりますが今後も「一人が一人を

入れる」という気持ちを常に持ち増強活動の程、宜

しくお願い致します。この後、幹事より報告いたし

ますがこの成果がいよいよ出てきております。感謝

致します。5 人目標ですので今後とも引き続きお願

い致します。 

経済活動活性化の証として「自粛明け 福沢さん

も 活性化」 

やはり人が動くとお金も動きますね。 

また財団月間に因んで「今月は 財団月間 寄付願

う」 

ご寄付がお済みでない方はどうかよろしくお願い

致します。 

ありがとうございました。 

 

 

 



【幹事報告】  

   小栁 洋次 幹事 

 

10月 18日(月) 第 1227回例会 

10月 18日(月) 第２回指名委員会 

10月 24日(日) 「世界ポリオデー」トレインジ

ャックプロジェクト 

10月 25日(月) 公的休会 

10月 25日(月) 出席委員会炉辺会合 

10月 26日(火) 第 1回多摩中グループ IM実行委

員会 

10月 28日(木)  第 45回ＭＫＲ会 

10月 29日(金)  ガバナー公式訪問打合せ 

11月 1 日(月) 祝日週休会 

11月 2日(火) ロータリー財団委員会炉辺会合 

11月 4日(木) 第 4回臨時理事会 

11月 5日(金) 30周年記念例会式典プログラム

委員会 

11月 8日(月) 第五回理事会 

 

 

【委員会報告】 

 

★出席委員会／出席報告 

    小川 義幸 委員 

 会員数   40名 免除 5名 

有効会員数  35名 

 出席者   27名 

 メークアップ済   0名 

       計 27名 77％ 

前々回の訂正 なし 

 

★ロータリー財団委員会 

    鏑木 孝和 委員長 

 「ロータリー財団年次寄付のお願い」 

 

 

★奉仕プロジェクト委員会 

    輿水 香 委員長 

１． 養護施設卒業生に送る家電寄贈 

のお願い 

 ２．11月 27日少年野球大会決勝戦 

参加のお願い 

 

★米山奨学委員会 

    佐藤 喜義 副委員長 

 1.米山特別寄付のお願い 

 2.米山チャリティーゴルフコンペ 

参加のお願い 11月 30日（火） 

★親睦活動委員会 

    田畑 哲郎 委員長 

１． 忘年家族例会について 

12月 20日（月）「トレモンテ」 

２． 新年例会の日程変更の件  

1月 17日（月）パレスホテル立川 

３． 新会員歓迎会の参加のお願い 

11月 16日（火）「食いしん坊」 

 

 

【ニコニコボックス】 
 
親睦活動委員会  
    田畑 哲郎 委員長  

 

〇角田 桂司 会長・小栁 洋次 幹事 

 本日は、地区へ出向の・鈴木危機管理委員長・鏑

木 R 財団 奨学・学友・VTT 副委員長・矢野 R財

団 ポリオプラス委員、宜しくお願い致します。 

〇本多 幸雄 会員 

先日は、久しぶりのＭＫＲ会開催、ご参加頂いた

皆様、ありがとうございました。楽しかったので、

ニコニコします。 

〇篠原 克宏 会員 

ＭＫＲでベスグロをいただいたので、ニコニコ致

します。 

久々に皆様と会えて、とても嬉しいです。 

〇矢野 朝則 会員 

先日のＭＫＲゴルフで優勝させて頂きましたの

で、ニコニコします。繰上りでの優勝なので恐縮

です。篠原さん、すみません。 

〇輿水 香 会員 

ハラスメント対策 モデル文例集を出版しまし

た。新日本法規出版社からです。よろしくお願い

します。 

〇鏑木 孝和 会員 

先日、R財団委員会の炉辺をした時の残金をニコ

ニコします。今月は財団月間ですので、よろしく

お願いします。 

〇角田 桂司 会長 

久々のＭＫＲで、ニアピンと 2位を取りましたの

で、ニコニコ致します。 

〇廣瀬 可世子 会員 

10 月 30 日（日）、とても良い事が起きたので、

ニコニコします。ほっとしました。 

〇佐藤 喜義 会員 

先日、幹事慰労会をしていただき、皆様から心の 

こもったお言葉を頂き、感激しました。今後この



ことを胸に、ロータリー活動を楽しみたいと思い

ます。気分が良かったので、ニコニコします。 

〇30周年実行委員会（廣瀬・角田・本多・小栁会員） 

 30周年実行委員会の二次会の余剰金と有志の寄 

付でニコニコ致します。 

 

 

【地区出向者報告】 

 

１． 鏑木 孝和 地区 R 財団 

奨学・学友・VTT副委員長 

来年度の奨学生募集活動をしています。 

12月に面接をして決定していく。 

 

２． 矢野 幸一 地区 R財団 

ポリオプラス委員 

世界ポリオデーについて 

END POLIO NOW 

ポリオプラス委員会 

 

鈴木 義明 地区危機管理委員長 

今年になって何もやっておりません。 

ポリオのバッジをつけて欲しい。 

  

【閉会点鍾】 
角田 桂司 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     多摩中グループ親睦ゴルフ大会 

     令和３年１０月７日（木） 

     立川国際カントリー俱楽部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長： 角田 桂司   幹事： 小栁 洋次 

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

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 

 


