
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 クラブテーマ                                                                                2022．7．11 

 「縁を⼤切にし、       

       奉仕と親睦につなげよう」 

 国際ロータリー第2750地区 多摩中グループ 

 東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

                          第１２５１回 例 会 報 告                        

 式次第 
 1.  開会点鐘        
 2.  国歌・ロータリーソング 
 3.  お客様紹介       
 4.  会⻑の時間       
 5.  ⼊会式         
 6.  お客様よりご挨拶    
 7.  幹事報告        
 8.  委員会報告       
 9.  クラブフォーラム    

 10.  講評          
 11.  謝辞          
 12.  閉会点鐘        

 浅川 直⾏ 会⻑  

 浅川 直⾏ 会⻑  
 浅川 直⾏ 会⻑  
 ロータリー情報・会員組織委員会 

 ⽮野 朝則 幹事  

 佐藤 剛   ガバナー補佐 

 浅川 直⾏ 会⻑  
 浅川 直⾏ 会⻑  

  司会︓ 
    ⼭本 雄⼀   SAA委員⻑ 

 【  会⻑の時間  】 
 浅川 直⾏   会⻑ 

 皆様こんにちは。先週、安倍元⾸相 
 が銃弾に倒れ亡くなるという、有っ 
 てはならない本当に⽇本で起きた事 
 なのかとういう悲しい事件が起きまし 
 た。安倍元⾸相ご冥福をお祈りします。 
 佐藤ガバナー補佐、是枝グループ幹事、 

 本⽇のグループ協議会宜しくお願いします。また担当の皆様 
 宜しくお願いします。 
 お客様ご紹介の補⾜ですが、東京国分寺ＲＣ宍⼾会⻑は１８ 
 ―１９年度の同期幹事で、グループ幹事も経験されていまし 
 たので⾊々教えて頂きお世話になりました。池⽥幹事はＲＣ 
 クラブに⼊る前から仕事を通じて知っておりました。 
 また、東京昭島ＲＣビリーさんは、やはり同期幹事で、⽇本 
 語学校を経営されており⽇本に来る海外の⼈たちに職業を通 
 じて奉仕・貢献されています。東京⽴川こぶしＲＣ⼤野会⻑ 

 はやはり同期幹事で、多摩中Gの新⼊会員セミナーで最初に 
 会い同期幹事をし、また今年度同期会⻑になられました。皆 
 さまご来訪ありがとうございます。 
 本⽇は⽯川さんの⼊会式もあり盛りだくさんですので、この 
 辺で終わりにしたいと思います。 
 今週も地区のスローガンであります、「ロータリーを広げよ 
 う」で⾝近な⼈からロータリーの話しをし、縁を⼤切にしな 
 がらクラブの会員仲間を増やして⾏きましょう。 
 今週も宜しくお願いします。 

 【  ⼊会式  】 
 ★   ⽯川 智基   様 

 【  お客様紹介  】 
 ★   佐藤 剛    様 多摩中グループガバナー補佐 
 ★   是枝 嗣⼈   様 グループ幹事 
 ★   宍⼾ 隆介   様 東京国分寺 RC 会⻑ 
 ★   池⽥ 輝彦   様 東京国分寺 RC 幹事 
 ★   畢 煜     様 東京昭島 RC 
 ★   ⼤野 芳裕   様 東京⽴川こぶし RC 

 【  お客様ご挨拶  】 

 多摩中グループガバナー補佐 
 佐藤 剛 様 



 グループ幹事 
 是枝 嗣⼈ 様 

 東京国分寺 RC 会⻑ 
 宍⼾ 隆介 様 

 東京国分寺RC 幹事 
 池⽥ 輝彦 様 

 東京昭島 RC 
 畢 煜 様 

 東京⽴川こぶし RC 
 ⼤野 芳裕 様 

 【  幹事報告  】 

 ⽮野 朝則   幹事 

 7⽉4⽇（⽉） 第１２５０回例会（2022-23年度初例会） 
 7⽉4⽇（⽉） 多摩信⽤⾦庫 佐伯⽀店⻑表敬訪問 
 7⽉4⽇（⽉） 国分寺市商⼯会 込⼭会⻑表敬訪問 
 7⽉4⽇（⽉） 国分寺市 井澤市⻑表敬訪問 
 7⽉5⽇（⽕） 東京国分寺RC表敬訪問 

 【  委員会報告  】 

 【  出席状況報告  】 

  出席委員会 
    ⿃居 茜   副委員⻑ 

 会員数    43名  免除  2名 

 有効会員数  41名 

 出席者  40名  メークアップ済  0名 

 出席者累計  40名  98％ 

 前々回の修正 なし 

 【  報告  】 

  親睦活動委員会 
    椿 将樹   委員⻑ 

  「歓迎会のご案内」 
         

 【  ニコニコ発表  】 

  親睦活動委員会 
    篠原 克宏   委員 

 〇東京国分寺 RC   宍⼾ 隆介   会⻑・  池⽥ 輝彦   幹事 
 浅川会⻑・⽮野幹事、新年度スタートおめでとうござ 
 います︕そして、8⽉2⽇ガバナー公式訪問合同例 
 会、どうぞ宜しくお願い致します。お互いに協⼒し 
 て、素晴らしい例会にしていきたいです。 

 〇東京⽴川こぶし RC   ⼤野 芳裕   会⻑ 
 浅川会⻑の同期幹事・同期会⻑ということで、本⽇は 
 お祝いに伺いました。素晴らしい⼀年になりますこと 
 を、⼼よりお祈りしております。浅川会⻑、お体に気 
 をつけて、頑張って下さい︕︕ 

 〇東京昭島 RC   畢 煜   様 
 ５７５でいきます。「新年度 ⾨出を祝し 特⼤だ」 
 ⼀年間宜しくお願い致します。 

 〇  浅川 直⾏   会⻑・  ⽮野 朝則   幹事 
 国際ロータリー第2750地区多摩中グループ佐藤剛ガ 
 バナー補佐・是枝嗣⼈グループ幹事、ようこそお越し 
 下さいました。本⽇の公式訪問、どうぞ宜しく御願い 
 致します。東京国分寺ロータリークラブ宍⼾隆介会 
 ⻑・池⽥輝彦幹事、ご来訪有難うございます。本年度 
 もどうぞ宜しくお願い致します。⼜、多摩中グループ 
 浅川会⻑の同期幹事の皆様のご来訪に⼼より感謝申し 
 上げます。 



 〇  ⼩川 義幸   会員 
 7⽉14⽇に81才になります。先⽇運転免許の更新をし 
 ました。あと2回更新するのが⽬標です。 

 〇鈴  ⽊ 義明   会員 
 佐藤ガバナー補佐、本⽇はご来訪ありがとうございま 
 す。1年間よろしくおねがいします。 

 〇  ⾓⽥ 桂司   会員 
 本⽇は、佐藤ガバナー補佐・是枝グループ幹事・国分 
 寺RC宍⼾会⻑・池⽥幹事、ようこそいらっしゃいま 
 した。また、本⽇⼊会の⽯川さん、宜しく御願い致し 
 ます。 

 〇  尾崎 幸信   会員 
 佐藤ガバナー補佐・是枝グループ幹事の御来訪に感謝 
 して、ニコニコ致します。 

 〇  本多 幸雄   会員 
 コロナが治まる事を期待して、ニコニコ致します。 

 〇  篠原 克宏   会員 
 明⽇から⾬みたいなので、ニコニコします。 

 【  ニコニコ⼤賞  】 
 ★   ⼩川 義幸   会員 

 【  クラブフォーラム  】 
  司会︓  ⽮野 朝則   幹事 

 「貴⽅は、浅川年度に何を期待しますか・・ 
  では、貴⽅は、今年クラブに何を残しますか・・」 

  発表者︓ 
    ⾚⽊ 健治   会員 
   

   
 発表者︓ 
    鏑⽊ 孝和   会員 

 東京武蔵国分寺ロータリークラブ 
 会⻑︓ 浅川 直⾏   幹事︓ ⽮野 朝則 

 公共イメージ・会報委員会 委員⻑︓保坂 光彦  副委員⻑︓櫻井 健⽣   
                    委員︓内藤 智明  委員︓藤原 英作 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 

                                                                                                                                      


