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クラブテーマ  

「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１２１６回 例会報告 

  

 

 

 

司会：   

   篠原 克宏 SAA 委員長 

 

【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】  

  椿 将樹 親睦活動副委員長 

 

  ・内藤 智明 会員 

・保坂 光彦 会員 

・小川 義幸 会員（傘寿） 

  ・櫻井 健生 会員 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長の時間】  

  角田 桂司 会長 

 

皆様こんにちは。 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ第 30 代会長を

務めます角田桂司です。 

まだまだ未熟者ですので一年間、皆様のご指導宜 

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

小学校では生徒会長を務めてから 50 年近くぶり

の会長です。 

その時のトラウマがあり中々、滑らかにお話しで

きない事も多々ありますが、来年の 6 月一杯まで

どうかお付き合いお願い致します。 

幹事は 30年来の友「小栁幹事」です。まさに「鬼

に金棒、角田に小柳」です。 

副会長は浅川副会長、廣瀬副会長という南口最強

のお二人です。 

大船に乗った気持ちで下手なゴルフの時によく言

われる「肩の力を抜いて」行きたいと思っていま

す。とにかく 1 年間楽しくやりたいと思っており

ます。 

特に今年度は 30周年の年度です。 

多摩中グループでも周年は私共だけです。 

前年度、前々年度、中止したクラブも多かったの

で注目が集まっています。 

本多年度、櫻井年度でコロナにより「失われた例

会」が多々ありました。 

その悔しかった思いも込めて「みんなが主役」で

盛り上がって行きましょう。 

今年度は RI 会長のスローガンでもあります「奉

仕」活動も数多く行います。 

この後、会長方針発表もありますのでその際に

色々お話しさせて頂きます。 

来週は多摩中グループ ガバナー補佐の公式訪問

が来週あります。 

テーマは「30周年事業」です。 

皆さんの忌憚のないご意見をお聞かせください。 

尚、ガバナー補佐は昭島中央ロータリークラブの

今藤さんです。 

今年度は 2017-18 年度の同期幹事が 4 人会長とな

っています。 

国分寺、立川こぶし、昭島中央、そして私です。 

また、ピースウイングロータリーE クラブの会長

は当クラブ出身の古殿さんです。照沼さん、河西

さんの前の会員です。今は実家から中央区に通っ

ていらっしゃり、今までより 50倍大変だとおっし



ゃっていました。会社も目の前で前がかなり楽だ

ったようです。 

通常であれば同期幹事がお互いに会長就任を祝っ

て来訪していましたが今年度もさみしいことにあ

りません。 

多摩中グループでは来年の 5月後半には IMも行う

予定です。 

また、ポリオチャリティゴルフ、親睦ゴルフも予

定されます。多摩中グループの情報はまた随時、

ご報告いたします。 

7 月 23 日にはオリンピックが続いて 8 月 24 日パ

ラリンピックが開催されます。 

そして今年度は「コロナに打ち勝った歴史的な年」

となると確信しています。 

が、コロナの不安は、まだまだ払拭できません。 

7 月の「水ロケット製作及び発射体験会」は中止

となりましたが 

8月 21～30日に「30周年事業」の一環として「写

真展」を開催します。 

「国分寺祭り」も中止となっています。 

また、国分寺ロータリークラブさんは 9 月まで他

クラブとの交流をしないという事なので年度初め

の会長、幹事の訪問はありませんのでご了承くだ

さい。 

結びに、今週の川柳 

「ロータリー 歌う前から 鐘一つ」 

先程も申しましたがとにかく「楽しく」一年間や

りたいと思っておりますので、一年間どうかよろ

しくお願いします。 

ありがとうございました。 

 

《地区委員委嘱状授与式》 

 

 鈴木義明 地区危機管理委員長 

 村谷晃司 地区危機管理委員会アドバイザー 

      地区 R財団委員会資金管理委員 

 矢野幸一 地区 R財団ポリオプラス委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】  

  小栁 洋次 幹事 

 

 

6月 12日(月)  地区 R財団奨学・学友・ 

       VTT委員会渡航前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

6月 14日(月) 公的休会 

6月 14日(月)  2021-22年度プログラム委員会 

6月 15日(火) 2021-22年度ガバナー公式訪問

打合せ会議 

6 月 17日(木)  2021-22年度ガバナー補佐公式訪

問打合せ会議 

 

【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

   小美野 和典 委員長 

 会員数   40名 免除 5名 

有効会員数  35名 

 出席者   30名 

 メークアップ済   1名 

       計 31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  
    田畑 哲郎 委員長  
 

 

〇角田 桂司 会長・小栁 洋次 幹事 

 いよいよ、始まりました。一年間、どうか宜し

くお願い致します 

〇縄 康雄 会員 

 角田会長・小栁幹事、門出おめでとう。大変な

時期ですので、お身体壊さずにがんばってくだ

さい。 

〇小川 義幸 会員 

 角田新会長、小栁新幹事の門出を祝し、ニコニ

コします。一年間頑張ってください。 

〇鈴木 義明 会員 

 角田会長・小栁幹事の船出を祝し、ニコニコし

ます。 

〇赤木 建治 会員 

 角田・小栁丸の門出を祝して、ニコニコします。

いまだに治まらないコロナ禍の中、周年事業も

あり大変でしょうが、宜しくお願いします。 

7月 3日弊社創立記念日でした。 

〇井口 敏之 会員 

 角田・小栁年度のスタートと 30年目の年がより

良い年になる事を祈念してニコニコします。 



〇廣瀬 可世子 会員 

 角田会長、小栁幹事、1 年間よろしくお願いし

ます。せいぜいニコニコいっぱいします、副会

長として！ 

〇浅川 直行 会員 

 角田会長、小栁幹事、21-22 年度のいよいよス

タートですね。船出をお祝いして、ニコニコし

ます。 

〇本多 幸雄 会員 

 角田会長、小栁幹事年度の船出にニコニコしま

す。素敵な 1年になることを願っております。 

〇田畑 哲郎 会員 

 角田会長、小栁幹事、一年宜しくお願い致しま

す。皆さん、ニコニコ Box、よろしくお願いし

ます。 

〇小林康久 会員 

 角田会長、小栁幹事の年度を祝し、ニコニコし

ます。併せて素晴らしい 30周年事業の成功を願

います。 

〇櫻井 健生 会員 

 ニコニコします！ 

〇山本 雄一 会員 

 お疲れ様です。本年度は SAA の副委員長を仰せ

つかりました。皆様、どうぞ宜しくお願いしま

す。ニコニコします。 

〇村谷 晃司 会員 

 今年度も宜しくお願い致します。久々にニコニ

コさせていただきます。 

〇田中 孝和 会員 

 7月 8日は結婚記念日なので、ニコニコします。 

〇輿水 香 会員 

 角田・小栁 30周年の年度です。コロナに負けず、

奉仕と親睦を楽しくやりましょう。一年間、宜

しくお願いします。 

〇尾崎 幸信 会員 

 角田会長・小栁幹事年度のスタートを祝して、

ニコニコ致します。 

〇金澤 昇 会員 

 角田会長・小栁幹事、一年間お願いします。 

角田・小栁丸の出航をお祝いします。 

〇小美野 和典 会員 

 新年度の始まり、久しぶりの例会場での例会に

ニコニコします。 

 

〇田竝 清幸 会員 

 初日を祝って、ニコニコします。 

 

《ニコニコ大賞》 
 
  赤木 建治 会員 
 
 
 
【クラブフォーラム】 

 司会： 小栁 洋次 幹事 

 

角田 桂司 会長 

―新年度に向かい、大いに語る― 

「ガバナー方針・地区方針・クラブ運営方

針・目標・抱負・各委員会に期待する事」 

 

 

 

 

 

 

 

・村谷 晃司 会計委員長 

 

 

 

【閉会点鍾】 

角田 桂司 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


