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例 会 報 告

８/２８日発行

平成 26 年 8 月 7 日(木) 12:30～13:30

点鐘開会（井上孝一会長)
国歌斉唱（君が代）
ロータリーソング（奉仕の理想）

会務報告(平石文雄幹事)

からお礼のお電話を頂きました。皆

・全国選抜ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ野球大会壮行会のご案内 8/18
市民交流センター。・小金井阿波踊り振興協議会よりお礼
状。・小金井女声合唱団創立 45 周年演奏会のご案内及び
招待状。・小金井新聞

・会員住所録を配布しました。
・8/3 法政大学での七夕公開講演
会では会員 10 名が参加。ご協力
ありがとうございました。
・本日例会終了後に武蔵小金井駅
北口時計塔の贈呈式・写真撮影を
執り行ないます。
18：30 より中国家庭料理屋「祥龍房」祝賀会を開催。
・北口時計塔寄付金の現時点の状況を報告致します。
（17 名：91 万円が集まっております） 8 月中も寄付金を募っ
ております。ご協力の程お願い致します。
会長の時間（井上孝一会長）
・原町ＲＣから先日の夜間例会のお礼状が届いています。
・先週のスカイツリー見学、東武ホテルでの夜間例会では親 ・台中東南ＲＣより本年度の会員名簿が届いています。
睦活動委員会の皆様お疲れ様でございました。原町ＲＣから 必要な方は事務局にあります・
・地区：高校生ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入れ募集の案内が届いています。
は佐藤会長、遠藤幹事にお越し
・地区：青少年交換派遣生、帰国生報告会式典 ９/7 オリン
頂き、盛大に夜間例会を執り行なう
ピック記念青少年総合センターにて 14：30～
ことが出来ました。翌日、佐藤会長
到着郵便物
様に宜しくお伝え下さいとの事です。
・台中東南ＲＣ1995～96 年度会長
の王錦龍様より《扶輪典範の楯》を会長宛に頂戴しました。
・来週は戦後６９年を迎えようとする終

委員会報告

○出席委員会／出席報告（大久保敬之委員長）
本日会員数・３６名
欠席者・３名
本日の免除者・２名
事前メーク・１名
今日に至ったのか、戦争とはどの様な
本日の出席率９１．１８％
ものだったのか。戦争を知らない会員
前 回７月３１日の出席率を１００％に変更
も多くなり、本日は藤川隆昭会員に是
前々回７月２４日の出席率を１００％に確定
非お話を伺いたいと思います。
・本日出席委員会を開催します。小金井駅南口：ﾌﾛﾝﾃｨｱ 7：45～
戦記念日です。日本はどの様にして
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8 月度 全員協議会

○Ｒ情報雑誌委員会（大塚委員長）
本日ロータリーの友 8 月号を配布しております。
ロータリーを知る上で、とても良い情報源です。

司会：平石文雄幹事

議題

○各種お祝い
※8 月度会員誕生祝い
藤井泰博さん
塩沢光男さん
大澤義直さん
藤川隆昭さん

4日
20 日
27 日
31 日

※8 月会員結婚祝い
町田裕紀さん 8 日

※8 月会員入会記念日
橋田英彦さん 9 日入会満 2 年（通算 17 年）
小島義一さん 9 日入会満 2 年（通算 15 年）

ニコニコボックス（本間紀行親睦活動委員）
井上会長・平石幹事
先日の移動例会、大変お疲れ様でした。又、大変楽しい
企画を親睦委員会の皆様ありがとうございました。
田中靖さん
先日、地区の財団補助金の説明会に出席したところ、たま
たま隣に座った方が麻布ロータリーの方で、お住まいが小
金井市本町一丁目の方でした。私が小金井ロータリーの
会員と知るや、武蔵小金井駅のデジタル時計の事を絶賛
して下さいまして、同じロータリーアンとして毎朝あの時計
を見る度に誇りに感じるとまで仰って下さいました。
是非、皆さんにお伝えしなくてはと思い、ニコニコします。
ちなみに、時計の値段まで聞かれ、おおよその金額を告
げたところ、絶句していました。
清水輝明さん
息子と男二人旅、広島原爆ドーム、大和ミュージアムから
陸奥記念館を見てきました。陸奥記念館は周防大島に
ありましたので、星野哲郎記念館にも寄れました。羽田か
らは、もちろんリムジンバス。ちょっと空いていました。
神谷征兒さん
先日は法政大学七夕観望会でお手伝いいただきありがと
うございました。法政大学の先生からも皆様に宜しくお伝
え下さいとの事です。
大塚雅行さん
親睦委員会の皆様、先週は楽しい移動例会を企画してい
ただきありがとうございました。第二弾、第三弾の企画 楽
しみにしています。
斉藤浩さん
8 月 3 日（日）6 年振りの商店街の子ども祭りが無事に終了
し、ホッとしております。
法政大学イベント参加出来ず申し訳ありませんでした。
町田裕紀さん
結婚記念日のお祝いに素敵なお花をありがとうございまし
た。12 年たった今でも夫婦仲良くこれからも共に歩んで行
きたいと思います。

１・ 公式訪問
日程： 20１４年10月３０日（木）
開始： 午後６時３０分～午後７時３０分
会場： 小金井商工会館 ２階
公式訪問出席者
国際ロータリー第2750地区：
坂本俊雄ガバナー
榎本又部地区代表幹事（東京成城新）
山下正昭地区幹事（東京八王子南）
多摩中グループ：
濱仲幸弘ガバナー補佐、宍戸隆介グループ幹事
※東京小金井さくらＲＣとの合同例会
協議会：前原暫定会議室２階 午後４時１０分～５時００分
（小金井ＲＣ：井上会長・平石幹事・田中副会長）
２・ クラブ協議会 テーマの件
日程：201４年10月９日（木）
テーマ「これからの奉仕活動」
３・ 東京小金井さくらＲＣイベントの名義使用依頼について
・２０１４年「第１２回クラシックカーフェスティバルin小金井」
平成２６年１０月１９日（日）午前１０時～午後４時
都立小金井公園西口より宿根草園付近まで (承認）
４・ 社会福祉協議会「特別会員」会費納入について
5,000円を支出
(承認）
５・ 9月4日（木）9月度全員協議会の日程繰り下げ 及び 例会卓話について
卓話講師：田母神俊雄 様 （元航空幕僚長）
テーマ「日本の防衛について」
12：15～軽食開始 12：30～開会点鐘 12：40～13：40卓話 閉会点鐘
６・ ＪＲ武蔵小金井駅北口 交通広場時計塔設置贈呈式及び祝賀会について
本日例会終了後執り行なう。13：50～稲葉小金井市長への贈呈式・写真撮影
18：30～祝賀会

７・ 青少年交換来日生 ジュリア ローレンスさん 来日について
8月14日（木）成田着21：00～

８・ 事務局夏休みの件 8月１１日（月）～8月１８日（月）
その他
８月予定
８月 ３日（日）
７日（木）

12日（火）

１４日（木）

２１日（木）
24日（日）

会場：小金井公園 江戸東京たてもの園前 開場：17：00 開演17：30～

２８日（木）

３１日（日）
本日のニコニコ合計
累

７

件

20,000

円

計 60 件

267,000

円

○「七夕公開講演会」法政大学小金井校舎
小金井ＲＣ参加者集合：１３：５０ 法政大学正門前
例会・８月全員協議会
○ＪＲ武蔵小金井駅北口時計塔贈呈式及び祝賀会
・贈呈式：例会終了後 写真撮影
・祝賀会：中国家庭料理「祥龍房」18：30～
★青少年交換派遣生（谷野真優）帰国予定
○地区：Ｒ財団正副委員長会議 ガバナー事務所
15：00～17：00 田中靖さん
ＲＩ規定による休会
★青少年交換来日生(ジュリア ローレンス）
ＡＮＡ1009便 21：00成田着
通常例会
田中教夫 会員
テーマ「 イニシエーションスピーチ」
○第36回小金井薪能
通常例会 稲葉孝彦小金井市長
テーマ： シティプロモーション「小金井の魅力発信」
○9月度理事会
○2014年青少年のための科学の祭典
会場：東京学芸大学 開会式9：30～ 開場10：00～16：30

点鐘閉会（井上孝一会長） 司会：山本親睦活動委員

