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第1249回　例会報告

●親睦活動委員会　田畑委員長、椿副委員長を始めとす
る委員会の皆様、1年間楽しい運営をありがとうございま
した。コロナ禍で数年できなかった事業もありましたが
本当にお疲れ様でした。
●プログラム委員会　本多委員長、鈴木副委員長を始め
とする委員会の皆様ありがとうございました。常に冷静
で、適切な運営をして頂きました。
●出席委員会　小美野委員長、田竝副委員長を始めとす
る委員会の皆様、一年間ありがとうございました。毎回
適正な報告をして頂きました。
●会計委員会　村谷委員長、小美野副委員長を始めとす
る委員の皆様、一年間ありがとうございました。毎回正
確な報告をして頂きました。
●公共イメージ・会報委員会　内藤委員長、保坂副委員
長を始めとする委員会の皆様、一年間ありがとうござい
ました。例会記録及び週報作成を始めMYロータリーも登
録率60％超えガバナー賞を頂く事が出来ます。
●ロータリー情報・会員組織委員会　櫻井委員長、佐藤
副委員長を始めとする委員会の皆様、一年間ありがとう
ございました。適正な会員選考及び職業分類ありがとう
ございました。
櫻井委員長にはハイブリッド例会、式典記録映像等、委
員会を超えて多岐に渡り活動頂きました。お陰様で皆さ
んの記憶と記録に残る30周年となりました。
●奉仕プトジェクト委員会　輿水委員長、内藤副委員長
を始めとする委員会の皆様ありがとうございました。今
年度は周年事業として多くの事業を行いました。「水ロ
ケット写真展」「医療従事者支援」「少年野球大会」
「巣立ちプロジェクト支援」「七重の塔設置プロジェク
ト」前年度6月末から今年度7月初旬に行なった「フード
バンク　生活困窮者食糧支援」と最後に東京経済大学へ
「生活困窮者支援」を行いました。大学側はこの支援活
動で学生達の現状に気づき、去年の秋に自らが主催し
「食糧支援」を行いました。理想的な形で引き継がれた
たと思っております。
●ロータリー財団委員会　鏑木委員長、村谷副委員長を
始めとする委員の皆さま一年間ありがとうございまし
た。今年度も寄付目標を達成する事が出来ました。

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】

「国歌」 「奉仕の理想」

【お客様紹介】

角田　桂司 会長

★ 伊藤　光代 様 故 伊藤文昭会員の奥様

【会長の時間】

角田　桂司 会長

本日は最終例会なので各委員会毎に
今年度の活動に対して総括させてい
ただきます。仕事柄、1ｍｍも間違え
が許されないので今回も原稿を用意致
しております。ご了承ください。

本日、無事に最終例会を迎える事が出来ました。これも
ひとえに皆様のご支援とご協力のお陰です。理事役員の
皆様を始め全会員の皆様と鷹野さんに心より感謝申し上
げます。本当に一年間ありがとうございました。
活動しながらも30周年式典が開催できるかの不安は尽き
ませんでした。私が色々躊躇していたのでは会の運営は
停止すると思い、故伊藤文昭パスト幹事の「私の分まで
皆で頑張って下さい」言葉を胸に、自らを鼓舞し、開催
を信じ、常に前向きに、全力で行くと決意し、幹事を始
め皆様の多くの協力を得て活動して参りました。結果晴
れやかな気持ちで本日を迎える事が出来ました。
●会場監督委員会　篠原委員長、山本副委員長を始めと
する委員会の皆様ありがとうございました。慣れないハ
イブリッド例会を含め全34回、素早い式次第とシナリオ
作成のお陰で、毎回スムーズな例会運営が出来ました。
本当にお疲れさまでした。



●米山奨学委員会　清水委員長、佐藤副委員長を始めと
する委員の皆様一年間ありがとうございました。先週の
スパートで多摩中グループの中で第3位という結果で目標
達成出来ました。委員長主催のチャリティゴルフのお陰
です。合わせて3部門達成出来ました。
●30周年実行委員会　浅川委員長、矢野副委員長、本多
統括委員長、鈴木アドバイザー、田畑アドバイザーを始
めとする実行委員会の皆様、本当に大変でしたがありが
とうございました。とても誇らしく素晴らしい周年でし
た。
●チャターメンバーの小川パスト会長、縄パスト会長、
金澤パスト会長、横道パスト会長、尾崎パスト会長あり
がとうございました。まだ早いですが35周年も是非、元
気でご出席をお願い致します。
●浅川会長エレクト、廣瀬副会長、矢野副幹事、本当に
色々ありがとうございました。色々な面で大変助けて頂
きました。
●出向された鈴木会員、鏑木会員、村谷会員、矢野幸一
会員一年間大変お疲れ様でした。
●今年度入会いただいた、鑓水会員、韓会員、鳥居会
員、木部会員、内田会員、お陰様で目標の5名増強が叶い
ました。山本会員の助言で毎週皆さんに増強のお願いを
した結果です。皆様の御協力に感謝申し上げます。内田
会員はこの後、入会式ですので宜しくお願い致します。
●事務局、鷹野さん周年もあり例年以上に大変でした
が、本当ありがとうございました。
●そして小栁幹事、とても濃い一年間を支えて頂き本当
にありがとうございました。誰よりも長い時間を一緒に
過ごしました。お陰様で全ての目標を達成することが出
来ました。今後の人生も一緒に楽しく過ごせたらと思い
ます。末永く宜しくお願い致します。
本当に皆様に支えられた一年でした。
私の人生で一番多くの人に助けられ、そして感謝、感動
した一年でした。
素晴らしい30周年記念式典と素晴らしい例会運営をして
頂き本当にありがとうございました。私にとって今後は
無いだろう、素晴らしい1年でした。
困難なことも多々ありましたが、今は、やらせて頂いて
良かったと心から感謝致しております。
本日ご出席で、まだお名前をお読みしていない、井口会
員、小林会員、赤木会員、遠藤会員、三枝会員、白木会
員、藤原会員、田中会員、照沼会員も含め、全会員に心
より感謝申しあげます。
では、今年度最後となります恒例の575を発表致します。　
「ありがとう　全ての人に　感謝です」　皆様1年間本当
にありがとうございました。

【入会式】

櫻井　健生 ロータリー情報・会員組織委員長

★ 内田　次郎 会員

紹介者 白木　毅生 会員

【お客様挨拶】

伊藤　光代 様

【幹事報告】

小栁　洋次 幹事

6 月 20 日 （ 月 ） 第1248回例会

6 月 20 日 （ 月 ） 2022-23年度第2回臨時理事会

6 月 21 日 （ 火 ） 2022-23年度公共イメージ・会報
委員会及び奉仕プロジェクト委員
会合同会議

6 月 27 日 （ 月 ） 第１２４９回最終夜間移動例会

【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 1 名

有効会員数 40 名

出席者 39 名 メークアップ済 0 名

出席者計 39 名 97.5%

前々回の修正 なし

【委員会報告】

★米山奨学委員会

清水　晶子 委員長



【ニコニコボックス】 〇 椿　将樹 会員

親睦活動委員会 30周年で司会という貴重な体験をさせて頂き、誠に有
難うございました。この経験を活かし、来年度は、親
睦活動委員長として、皆様の笑顔のために頑張りまー
す。角田会長・小栁幹事、皆さん、一年間ありがとう
ございます。

田畑　哲郎 親睦活動委員長

〇 伊藤　光代 様 （故　伊藤文昭会員ご令室）

伊藤文昭の家内です。生前におきましては、皆々様に
大変お世話になりました。30周年式典とう言う大きな
会にもお招き賜り、最終例会と節目の会にも伊藤の代
理として参加させていただきました。ありがとうござ
いました。

〇 山本　雄一 会員

皆様、お疲れ様です。最終例会となり、一年間お世話
になりました！次年度も宜しくお願い致します！

〇 田竝　清幸 会員

〇 角田　桂司 会長 ・ 小栁　洋次 幹事 角田会長・小栁幹事、一年間お疲れ様でした。並びに
皆様も一年間おつかれさまでした。と言う事で、ニコ
ニコします。

皆様のお力添えで、無時大役が終わります。全員に心
から感謝致します。ありがとうございました。

〇 小栁　洋次 幹事 〇 浅川　直行 会員

皆様のご支援・ご指導の下、一年が終わろうとしてい
ます。本当にありがとうございました。

角田会長・小栁幹事、すばらしい一年間、ありがとう
ございます。ま太、次年度ご指導宜しくお願いしま
す。〇 廣瀬　可世子 会員

角田会長・小栁幹事、1年間ありがとうございまし
た。副会長として、何も出来なかったですが、がんば
りました。そして楽しかったです。

〇 本多　幸雄 会員

角田会長・小栁幹事、1年間お疲れ様でした。

〇 矢野　朝則 会員

〇 小川　義幸 会員 角田会長・小栁幹事・会員の皆様、30周年の本年、大
変お世話になりました。この勢いを来年の浅川年度に
繋げてまいりたいと思います。次年度、どうぞ宜しく
お願い致します。

角田会長・小栁幹事、一年間ご苦労様でした。30周年
事業も無事終了して、何よりです。本年の活躍にニコ
ニコします。

〇 鈴木　義明 会員 〇 尾崎　幸信 会員

角田会長・小栁幹事、一年間大変お疲れ様でした。無
事に到着出来た事、嬉しく思いますが、川柳を聞くこ
とが出来ず、少し寂しく思います。

角田会長・小栁幹事、一年間有難うございました。特
に三十周年記念例会、お疲れ様でした。

〇 尾崎　幸信 会員

〇 横道　哲夫 会員 7月17日14時00分国分寺市立いずみホールにて、”社
会を明るくする運動”のイベントとして「ひまわりコ
ンサート」が開催されます。希望される方は、尾崎ま
でお申し出てください。

角田会長・小栁幹事、一年間ご苦労様でした。年間通
じてお手伝い出来なかった事が心残りです。パーキン
ソン病、前立腺ガン、その他同時に治療を行っており
ます。早元気になって、お手伝いがしたいと思ってお
ります。役員の皆さん、一年間ご苦労様でした。

〇 赤木　建治 会員

〇 小美野　和典 会員 角田会長・小栁幹事の一年間の締めを祝って、ニコニ
コします。皆さま、一年間お世話になりました。最終例会にニコ

ニコします。 〇 小林　康久 会員

〇 清水　晶子 会員 角田会長・小栁幹事、一年間楽しいクラブ運営、ご苦
労様でした。多くのロータリーの皆様に私のお店を使って頂きまし

た。おかげ様で1周年、皆様のおかげです。感謝の気
持ちでニコニコします。

〇 白木　毅生 会員

内田さんの入会をお祝いしてニコニコします。一緒に
活動できるのを楽しみにしています。〇 佐藤　喜義 会員

角田会長・小栁幹事、一年間本当にお疲れ様でした。
来月より、多少ゆっくりできると思います。その後の
活躍を期待しています。

〇 井口　敏之 会員

角田・小栁年度、お疲れ様でした。30周年も無事開催
できた事にニコニコします。



〇 村谷　晃司 会員 【会長職　引継ぎ式】

最終例会に出席できましたので、ニコニコします。 角田　桂司 会長 浅川　直行 会長ノミニー

〇 鏑木　孝和 会員

一年間お疲れ様でした。

〇 遠藤　美知子 会員

本当に、ほんとうに…お疲れ様でした。いろいろと有
難うございました。 【幹事職　引継ぎ式】

〇 金澤　昇 会員 小栁　洋次 幹事 矢野　朝則 会員

角田会長・小栁幹事、1年間楽しい例会をありがとう
ございました。

〇 鑓水　美生 会員

今年度を振り返り、角田会長・小栁幹事・会員の皆
様、ありがとうございました。 【会場監督委員会　襷引継ぎ】

〇 輿水　香 会員 篠原　克宏 SAA委員長 山本　雄一 会員

角田会長・小栁幹事、一年間ありがとうございまし
た。素晴らしい30周年でした。会長の川柳が聞けなく
なるのが、ちょっと残念です。

〇 親睦活動委員会

角田会長・小栁幹事、一年間本当にお疲れ様でした。
皆様、一年間ありがとうございました。

【親睦活動委員会　襷引継ぎ】

田畑　哲郎 親睦活動委員長 椿　将樹 会員

【皆出席者　表彰】

【表彰】

【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　パレスホテル立川

事務局　国分寺市南町３-２０-３ 国分寺ターミナルビル９Ｆ


