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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：   

   小柳 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－タリ－ソング 「奉仕の理想」 

 

【お客様紹介】 

   本多 幸雄 会長 

東京小平 RC 岩田 敏雄 様 

有限会社アドオフィス 明官 徹 様 

米山奨学生   グエン・フー・ユー-リンさん 

   

【誕生会】 

  矢野 朝則 親睦委員長 

   今月の誕生会員 

    小川 義幸 会員 

    桜井 健生 会員 

    保坂 光彦 会員 

    内藤 智明 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長の時間】  

  本多 幸雄 会長 

 本日正に当年度のスタート初日で 

ございます。先程第 1 回理事会を開 

催しまして村谷幹事をはじめ理事メンバー一同今

年度の運営に携わさせて頂きます。会員の皆様方

の協力なくしては充実したクラブ運営が難しいの

で、是非とも皆様の協力のもと一丸となって素晴

らしい 1 年にしたいと思います。ご協力よろしく

お願い致します。 

今日は入会式をはじめ米山奨学金の授与等もござ

いますので会長の時間はここまでにさせて頂きま

す。皆さん、1 年間本当によろしくお願いいたし

ます。 

 

＊地区委員委嘱状授与 

 鈴木義明地区ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ・ｿｻｴﾃｨ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  

 鏑木孝和 R 財団・奨学・学友・VTT 副委員長 

 清水晶子会員委員会・維持委員 

 

 

 

 

 

 

 

＊米山奨学金授与 

 グエン・フー・ユー・リンさん 

 

 

 

 

 



【入会式】  

  ロータリー情報委員長  

   田畑 哲郎 委員長 

 新入会員  

   内藤 智明 会員 

   篠原 克宏 会員 

   椿  将樹 会員 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】  

  村谷 晃司 幹事 

 

6月 15日 2750地区平和センタ－セミナ－ 

6月 25日 ＲＩ第二ゾーン 2850地区会議 

6月 25日 東京国分寺ＲＣ 最終例会 出席 

7月 1日  第 1回 理事会 

 

＊年会費上半期 納入願い 

 

【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

  河西 正徳 委員長 

  会員数  38名 免除 1名 

有効会員数 37名 

  出席者    35 

  メークアップ済  ０名 

       計 35 名 95％ 

  前々回の訂正 88％を 91％に訂正します。 

    

 

★奉仕プロジェクト委員会 

  国際奉仕 清水 晶子 委員 

 「カンボジア訪問報告」 

 

【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  

   矢 野 朝 則 委員長  

○東京小平 RC 岩田 敏雄 様 

 本年度も宜しくお願い致します。 

 

〇本多 幸雄 会長 

 内藤智明様、篠原克宏様、椿将樹様、ご入会お

めでとうございます。一緒にロータリーライフ

を楽しみましょう。皆様、新年度のスタートで

す。1年間宜しくお願い致します。 

○村谷 晃司 幹事 

 1年間、よろしくお願い致します。 

 新入会員の皆さんともいろいろな活動を楽しみ

たいと思います。 

○田畑 哲郎 直前会長 

 前年度はありがとうございました。これからは

一会員として働きます。 

本多会長・村谷幹事、程々にガンバリましょう。 

○縄 康雄 会員 

 本多会長・村谷幹事の船出を祝い、ニコニコし

ます。 

○鈴木 義明 会員 

 本多会長・村谷幹事の門出を祝し、ニコニコし

ます。 

○伊藤 文昭 会員 

 会長・幹事、1年間宜しくお願い致します。 

インフルにかかりまして、バテバテです。 

ニコニコ顔が出来ませんが、ニコニコします。 

○小川 義幸 会員 

 本多会長、村谷幹事の門出を祝い、ニコニコし

ます。1年間頑張って下さい。 

○廣瀬 可世子 会員 

 本多会長、村谷幹事、1 年間宜しくお願い致し

ます。 

○井口 敏之 会員 

 本多会長、村谷幹事の門出を祝し、ニコニコし

ます。 

○遠藤 美知子 会員 

 本多会長・村谷幹事、いよいよスタートですね。

皆様のじゃまにならないよう、ロータリーライ

フを楽しませて頂きます。 

○尾崎 幸信 会員 

 本多会長・村谷幹事のスタートを祝い、ニコニ

コ致します。本日、会計委員長として、本年度

の予算を説明させて頂きます。 

○横道 哲夫 会員 

 本多・村谷丸の無事離岸出航おめでとうござい

ます。一年間お世話になります。 

又、田畑・浅川丸、一年間の航海のご苦労に対

し、ニコニコします。 

○赤木 建治 会員 

 本多会長・村谷幹事の門出を祝って、ニコニコ

します。一年間大いに楽しんで下さい。 



○金澤 昇 会員 

 本多会長・村谷幹事、一年間宜しくお願いします。 

○小林 康久 会員 

 本多会長・村谷幹事の船出を祝し、素晴らしい

年度を祈念してニコニコします。 

○浅川 直行 会員 

 19－20年度 本多会長・村谷幹事の船出にニコ

ニコします。 

○水島 至 会員 

新年度のスタート、ニコニコします。 

○櫻井 健生 会員 

 本多会長・村谷幹事、一年間宜しくお願いします！ 

○輿水 香 会員 

 本多会長・村谷幹事の船出をお祝いして、ニコ

ニコします。 

○河西 正徳 会員 

 本多会長・村谷幹事、新年度より宜しくお願い

します。 

○角田 桂司 会員 

 本多会長・村谷幹事の門出を祝して、ニコニコ

します。一年間宜しくお願い致します 

○小柳 洋次 会員 

 新入会員の内藤さん、篠原さん、椿さん、入会

おめでとうございます。楽しみましょう！ 

○小美野 和典 会員 

 本多会長・村谷幹事、一年間よろしくお願い致

します。 

○矢野 幸一 会員 

 本多会長・村谷幹事、素敵な一年を宜しくお願

い致します。 

○田竝 清幸 会員 

 新会長・新幹事にニコニコします。 

○矢 野 朝 則 会員 

 皆様、1年間も宜しくお願い致します。 

 

<ニコニコ大賞> 

  村谷 晃司 幹事 

 

 

 

【クラブフォ－ラム】 

  村谷 晃司 幹事 

 

年間方針発表 

  本 多  幸 雄 会長 

クラブ会員の「つながり」から始めよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

 


