
 

   

 

 

 

２０２１．１１．２９ 

 2 

 

 

 

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１２３０回 ガバナー公式訪問 例会報告 

  

 

 

 
司会：   

   篠原 克宏 SAA 委員長 
 
【開会点鍾】 
東京国分寺ロ－タリ－クラブ 
      鳥居 尚之 会長 

 東京武蔵国分寺ロ－タリ－クラブ 
角田 桂司 会長 

 
【国歌、ロータリーソング傾聴】 

国 歌      「君が代」 

ロ－タリ－ソング 「奉仕の理想」 

 
【お客様紹介】 
   角田 桂司 会長 
ＲＩ第 2750地区  

ガバナ－    三浦 眞一 様 

    地区幹事    河村 勝久 様 
ＲＩ第 2750地区 多摩中グル－プ 
   ガバナ－補佐  今藤 貫徳 様 

    グル－プ幹事  椎名 正明 様 
   

 

 

 

 

 

【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 

クラブ会長を務めております角田でございます。 

先ずもって本日は三浦ガバナ―、今藤ガバナー補佐、

河村地区幹事、椎名グループ幹事にお越しいただき

ありがとうございます。本日ガバナー公式訪問が開

催される事を非常にうれしく思っております。 

また両クラブの幹事を始め SAA 委員会の皆様を始

め皆様に改めて感謝申し上げます。 

国分寺ロータリークラブの皆様、お久しぶりでござ

います。本来であれば年度初めにお互いの会長、幹 

事が伺うところではありましたが、残念ながら叶い

ませんでした。鳥居会長とは同期幹事でして懇意に 

 

 

 

 

させて頂いております。今後とも変わらぬご厚情の

程宜しくお願い致します。年初で出来なかったお願

いと本年度の方針を簡単に発表させて頂きます。 

皆様のお陰を持ちまして私共クラブは今年度 30

周年を迎えます。来年の 5/9 にこのパレスホテル立

川にて記念式典を盛大に執り行いたいと思ってお

ります。状況が許されれば皆様には是非、全員出席

を賜りたくお願い申し上げます。また改めてお願い

にお伺い致します。 

本年度のクラブテーマは「みんなが主役、広げよ

う奉仕と友情を」掲げております。周年は全員が主

役という思いで臨んで頂きたい、「広げよう奉仕」

はコロナ禍においてロータリーの真価を発揮すべ

く「必要な物を必要な時に必要とされている方に」

を信条に活動しましょうという思い、「広げよう友

情」は新しい仲間を増やし会員の輪をより広げたい

との思いです。今後も 30 周年を一人でも多くの仲

間と楽しく活動して行く所存でございます。 

この後、今年度入会の 3 名に三浦ガバナ―より

2021-22 年度の RI テーマバッジを授与して頂きま

す。国分寺 RC の皆様にはご理解いただき感謝致し

ます。一生の思い出となろうかと思います。どうか

宜しくお願い致します。毎週の例会で申し上げてお

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をお願いしております。 

ようやく実を結び始めましたがまだまだよろしく

お願い致します。 

では結びに毎週恒例の今週の川柳を発表いたしま

す。ガバナー公式訪問に感謝致しまして 

「公式の 訪問待ちて 4 ヶ月」 

三浦ガバナー、本日はどうかよろしくお願い致します。 

皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げ会長の時間終

わりとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

【テーマバッジ授与】  

 ロータリー情報・会員組織委員会 

   佐藤 喜義 副委員長  

三浦ガバナー⇒ 

 鑓水美生会員・韓 哲会員・鳥居 茜会員 

 

 

 



【幹事報告】  

東京武蔵国分寺ロ－タリ－クラブ  

小栁 洋次 幹事 

11月 15日(月) 第 1229 回例会 

11月 15日(月) 会場監督委員会炉辺会合 

11月 16日(火) クラブ代表者会議 

11月 16日(火) 新入会員歓迎会 

11月 18日(木) 東京国分寺 RC 打ち合わせ会議 

11月 18日(木) 国分寺青年会議所 50 周年記念式典 

11月 18日(木) 第 7 回多摩中 G 協議会 

11月 19日(金) 30 周年実行委員会打ち合わせ会議 

11月 22日(月) 祝日週休会 

11月 22日(月) 奉仕プロジェクト委員会炉辺会合 

11月 24日(水) 第２回多摩中 G IM 実行委員会 

11月 27日(土) 東京武蔵国分寺 RC杯少年野球 

大会 決勝戦・表彰式 

 

【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  41名 免除 3名 

有効会員数   38名 

  出席者     34名 

  メークアップ済 2名 

      計 36 名 95％ 

  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 

 本日は、ガバナー公式訪問が開催できる事に感謝

致します。三浦ガバナー、どうぞ宜しくお願い致

します。 

〇縄 康雄 会員 

会長・幹事の頑張りにニコニコします。 

〇鑓水 美生 会員 

新入会員歓迎会、ありとうございました。ニコニ 

コします。 

〇田畑 哲郎 会員 

先日は、新会員歓迎会に多数参加していただき、

無事に開催できました。ありがとうございました。

来週から、忘年会・新年会の受付をしますので、 

宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

〇廣瀬 可世子 会員 

ガバナー公式訪問を祝って、ニコニコします。 

〇尾崎 幸信 会員 

今日、国分寺駅南北通路で、保育園に行っている

孫に会うことが出来ましたので、ニコニコします。 

〇30周年実行委員会 

30 周年炉辺会議をしました残りをニコニコしま

す。 

 

【卓 話】 

国際ロータリー第 2750地区 

ガバナ－ 三浦 眞一 様 

 

 「奉仕でつながろう 地球と世界と！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【謝辞】 

東京国分寺ロ－タリ－クラブ 

      鳥居 尚之 会長 

 

【閉会点鍾】 

東京国分寺ロ－タリ－クラブ 

      鳥居 尚之 会長 

 東京武蔵国分寺ロ－タリ－クラブ 

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 

 

 


