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点 鐘 内野 均 会長

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー

新海 正人 会員

四つのテスト 野島 征 会員

会務報告 内野 均 会長

〇地区委員への委嘱状が届いています。

〇インターアクト年次大会のご案内
（各自メールボックスに入れてあります。）

〇熊本・大分地震義援金の礼状が届いています。

〇「ロータリーダイナースクラブコーポレートカード」の
案内が届いています。

〇社協だより「こもれび」を頂きました。

〇ロータリーレート 7月
1ドル106円
（6月は110円でした）

〇例会開催日変更
・那覇南ＲＣ
7月より 月2回の開催
（第2・第4月曜日）
（開会時間、場所の変更はありません）

〇メールアドレス・ホームページの変更
・城北ＲＣ
・あすかＲＣ

来客紹介

幹事報告 嶋田 哲男 幹事

〇ゲスト
李 英旗 様（米山奨学生）

（ 田中 伸彦 親睦委員長 ）

☆ 誕生月おめでとうございます。
野島 征 会員 佐藤 貢 会員
波多野 稔 会員夫人 より子 さん
田代 和也 会員夫人 美幸 さん
篠原 幸宏 会員夫人 裕美 さん

木槌の譲り渡し

２１３６ ２０１６ ７ １３

卓話
「クラブの生い立ち歴史」

波多野 稔 会員

卓話
「クラブの生い立ち歴史」

見延 壽昭 会員

☆ 皆勤おめでとうございます。
見延 壽昭 会員 41年 野島 征 会員 14年
宮﨑 茂夫 会員 8年 比留間 孝司 会員 7年
酒寄 好夫 会員 8年

司会 佐藤 貢 会場運営委員長

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 29名 93.75% な し

〇事前メーキャップ
原田 友義 会員（東大和ＲＣ）

〇出席免除会員
榎本 昭 会員 宮崎 恒夫 会員

委員会報告

〇プログラム委員会 野島 征 委員長
・プログラム変更の報告
7月第4週 見延会員の卓話を新入会員（金井会員、遠田会
員）のイニシエーションスピーチに変更します。

奨学金授与

米山カウンセラー見延会員より李英旗
さんに奨学金の授与を行い、李さんか
ら一言お礼。
「本日はバスの遅れにより遅くなり申し訳ございません。
6/25のボーリング大会及び7/2のロータリー学友会に参加
させて頂き誠にありがとうございました。今後ともどうぞ
宜しくお願い致します。」



◇ 創 立 1972年7月8日 ◇ 承 認 1972年7月20日 ◇ス ポ ン サ ー ク ラ ブ 東 京 立 川 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ
◎ 会 長 内野 均 ◎ 幹 事 嶋田 哲男 ○ 副会長 波多野晃夫 ○ 副 幹 事 新海 正人
□ クラブ会報委員長 志々田 陽介 副委員長 原田 友義 委 員 小澤 秀人 薄井 政光 堀田 弘一郎 篠原 幸宏

第１回 全員クラブ協議会

１）観光納涼花火大会協賛金について
8月31日（水）商工会青年部主催で開催する第38回観光納
涼花火大会の協賛金について今年も青年部から依頼があ
りました。例年通り10万円の協賛をすることで理事会で
承認されました。

２）平成28年度社会福祉協議会会費について
例年通り今年度も3万円の会費の依頼が来ております。
こちらについても理事会で3万円を拠出することで承認さ
れました。

３）新入会員について
佐藤貢会員、田中伸彦会員の推薦で推薦カードが事務局
に届いておりますので回覧します。

４）納涼会について （親睦委員会 田中 伸彦 委員長）
今年度も楽しい親睦事業を企画していきたいと思います
が、最初の事業、家族親睦納涼会を開催します。
8月10日（水）15時から22時半頃まで、隅田川クルーズ
屋形船を企画しております。会員登録料15,000円、ご家
族は10,000円、欠席者の登録料は3,000円です。大南観光
小澤さんのお計らいでバスにて午後3時、西武信用金庫を
出発、夕方浅草スカイツリー方面で散策、後午後6時頃か
ら2時間程度屋形船に乗り、その後村山に帰る予定です。
また、今年1年の親睦委員会の予定ですが、8月に納涼会、
12月にクリスマス会、1月に新年会、2月頃に親睦旅行、
4月初旬には観桜会、6月に最終例会を開催する予定です。

５）木内会員出席免除について
木内会員が脳梗塞で入院されておりましたが、退院され
現在の症状としては比較的軽いとは言え退院して間もな
くまだ何が起こるとも限りませんので出席免除とし調子
が良くなった段階で出席免除を解除するということと致
します。また、今年度青少年奉仕委員会では、サッカー
大会と新規で野球大会を開催する予定ですので宜しくお
願いします。

（青少年奉仕委員会 木内 敬三九 委員長）
1ヶ月前に脳梗塞で倒れ、幸いにも足や言葉等には直接影
響が無く、不幸中の幸いで早めの退院ができました。た
だ左右の目が見づらいということがあり車の運転に不安
があり、また食事の制限が始まっている状況です。家内
に車の送迎をやってもらう等不便な点はありますが、青
少年奉仕委員長という責任もあるので、できるだけ出席
させて頂きます。幸いにもサッカー大会と野球大会の事
業が年度後半なので徐々に体調が良くなっていくと思い
ますが、皆様のご協力も宜しくお願い致します。

６）地区研修会について （波多野 晃夫 副会長）
7月5日昨日行われました第1回2580地区地区研修会につ
いて報告します。場所は飯田橋ホテルグランドパレス。
研修会は2部に分かれ1部はロータリーの基本その１ロー
タリアン初級者の勉強を約30分受けてきました。「ロー
タリークラブとは何ですか？」と聞かれたとき高校生や
中学生でもわかる言葉で正しく回答できるかどうか問わ
れました。問いに対する回答として講師から「色々な仕
事をもっている事業主が一堂に会し交流を深めることで
自らの仕事を発展させるように努め、地域においては地
域社会の発展に努め、国際的には留学生の支援などで交
流を深め、発展途上国の生活環境の向上の施策に支援し
世界の安定に資するクラブである」という回答を示され
良く理解できました。私はロータリーはまだ9年で暗中模
索の部分もありますが難しいことを易しい言葉で細部ま
で理解することが大切であると再認識しました。今年度
プログラム委員会では研修会を予定しておりますので機
会があったらその内容について触れさせて頂きます。研
修の2点目ですが、今年4月開催の規定審議会での定款改
正の件でした。「入会金を廃止する」こと、「例会日を
最低月2回以上にする」こと、「会員の資格を緩和するこ
と」、「RIの分担金を増額する」ことです。試験的プログ
ラムの実施結果等では例会方法、会員資格、クラブの参
加方法などの決定の柔軟性とクラブの活気や成長性は比
例する傾向が確認されており、今回の規定審議会の決定
でこれらの新しい制約緩和を取り入れクラブ細則の修正
が可能となりました。ただし、変更を加えないクラブは
従来通りの方法をとり続けることもできます。当クラブ
では他大多数のクラブ同様、当面は従来通りの運営を標
準とし変更を加えない方法を取ることとなります。この
新しい定款は7月より有効ですが、各クラブの今後の変更
については時間を掛け慎重に検討、対応して頂きたいと
上山ガバナーからありました。

☆内野均会長・嶋田哲男幹事⇒宮﨑前会長・倉内前幹事1年

間お疲れ様でした。今年度は内野・嶋田2人3脚で頑張り
ますのでご協力お願いします！！

☆野島征会員⇒宮﨑会長・倉内幹事一年間ご苦労様でした。
大変楽しくお陰様で14年皆出席出来ました。内野会長・

嶋田幹事の船出に“ボンボヤージ”。

72歳の誕生日お祝い頂き有難度うございます。
☆田中伸彦会員⇒内野会長・嶋田幹事一年間宜しくお願い

します。親睦委員長として精一杯頑張りますので、楽し
い一年にしましょう！！

☆木内敬三九会員⇒色々ご心配おかけしました。まだまだ
ですが少しづつ体の調子ととのえます。お見舞いありが

とうございました。今年度もよろしくお願いします。
☆佐藤貢会員⇒宮﨑直前会長おつかれ様でした。

内野会長、嶋田幹事一年間宜しくお願いします。
☆佐藤貢会員⇒誕生月を祝って頂き有難うございます。

1年間宜しくお願いします。
☆見延壽昭会員⇒宮﨑・倉内年度から内野・嶋田年度への

出発ですね。1年間よろしくご指導お願いします。

皆出席も出来ました。有難うございました。
☆比留間重次会員⇒内野会長・嶋田幹事 理事・役員の皆様

本年度よろしくお願いします。
☆藤野豊会員⇒内野会長、嶋田幹事1年間よろしくお願いし

ます。
☆比留間孝司会員⇒内野会長・嶋田幹事1年間お世話になり

ます。よろしく御願い致します。
☆齊藤孝喜会員⇒内野会長様・嶋田幹事様、今期はお目出

度う御座います。今年は宜敷くお願いします。
☆酒寄好夫会員⇒8年間の皆勤賞をいただきました。

☆宮﨑茂夫会員⇒いよいよ内野丸が出航です。内野船長 嶋

田航海士がんばって下さい。影ながら応援させていただ
きます。また皆勤8年ありがとうございました。

9年に向けてがんばります。
☆倉内淳会員⇒会員の皆様昨年度は1年間ご協力ありがとう

ございました。おかげ様で無事務めることができました。
内野新会長、嶋田新幹事、新年度スタートおめでとうご

ざいます。頑張って協力します。よろしくお願いします。
☆金井一三会員⇒新しい年度になり改めて武蔵村山ロータ

リーの団結力に圧倒されていますが、がんばってついて
行くつもりです。内野新会長がんばって下さい。

☆宮﨑正巳会員⇒平成28年も折り返しの7月となりました。

目標の再確認と達成すべき到達点を明確に頑張っていき
たいと思います。

☆新海正人会員⇒新しい年度が始まりました。
本年度もよろしくお願い致します。

☆比留間一義会員⇒内野新会長、嶋田新幹事、1年間よろし
くお願いします。

☆小澤秀人会員⇒本年度もよろしくお願いします。
☆田代和也会員⇒ロータリーに入会して初めての妻の誕生

日です。妻の反応が楽しみです。
みなさんありがとうございます。

☆篠原幸宏会員⇒妻の誕生日を祝っていただきありがとう

ございます。観桜会での食事がおいしかったと今でも話
しています。本年度もよろしくお願いします。

☆堀田弘一郎会員⇒内野会長・嶋田幹事1年間よろしくお願
いいたします。

☆清水高彦会員⇒内野丸頑張って下さい。
☆波多野晃夫会員⇒内野・嶋田コンビの年度がいよいよス

タートですね。ご活躍をお祈りいたします。

◆ 今回計 １１９,０００円 累 計１１９,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 倉内 淳 親睦委員 ）


