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奉仕の理想
ソングリーダー

比留間 一義 会員

会務報告 内野 均 会長
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〇李 英旗 様（米山奨学生）
り 　 え い き
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納涼会 卓話 クラブ奉仕

司会 佐藤 貢 会場運営委員長

〇特別月間（8月 会員増強・新クラブ結成推進
月間）に関するリソース案内が届いています。

〇地区補助金 申請受付開始1ヵ月たちましたが、
申請書はまだ1通も提出されていません。
申請期限は9月30日（金）です。

〇ロータリー財団寄付レポートチェック
（2015～16年度）したところ、36クラブが
バナー認証の表彰（予定）となっています。

＊当クラブは該当するものがありませんでした。

〇「コーディネーターニュース」8月号が届い
ています。

〇地区ローターアクトより
卓話の機会を検討下さい との事です。

〇多摩分区親睦ゴルフ大会の案内
・9月30日（金）
・東京バーディクラブ
・集合 7時30分

各クラブ8名以上の参加を！！
〆切 9月5日（月）

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 25名 75.76% な し

〇出席免除会員
宮崎 恒夫 会員

四つのテスト 宮﨑 茂夫 会員

（ 田中 伸彦 親睦委員長 ）

☆ 誕生月おめでとうございます。
比留間 市郎 会員 比留間 孝司 会員
宮﨑 茂夫 会員 田中 伸彦 会員
新海 正人 会員 嶋田 哲男 会員
波多野 晃夫 会員夫人 啓子 さん
比留間 一義 会員夫人 美香 さん

☆ 皆勤おめでとうございます。
波多野 晃夫 会員 9年

〇「カオルデザイン」（ＨＰ製作会社）
より暑中お見舞いを頂きました。

☆ 結婚月おめでとうございます。
後藤 正次 会員 新海 正人 会員

幹事報告 嶋田 哲男 幹事
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☆嶋田哲男幹事⇒リ・エイキさんようこそいらっしゃいま

した。誕生日を祝って頂きありがとうございます！！
月日が経つのは早いものです…

☆波多野晃夫会員⇒家内・啓子の誕生月を祝っていただき
ありがとうございます。お陰様で9年の皆勤章を受章でき

ました。これからも皆勤を目指して頑張ります。
☆後藤正次会員⇒結婚祝いありがとうございます。

☆宮﨑茂夫会員⇒誕生日を祝っていただきありがとうござ
います。健康が一番とつくづく感じる今日この頃です。

☆田中伸彦会員⇒誕生日を祝っていただきありがとうござ
います。55歳になりました。

行け行けＧＯＧＯですが最近身体がボロボロです。

☆比留間一義会員⇒妻の誕生日を祝ってもらいありがとう
ございます。

◆ 今回計 ３５,０００円 累 計２６６,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 篠原 幸宏 親睦委員 ）

委員会報告

第２回 全員クラブ協議会

【会計報告】 会計 堀田 弘一郎 会員
2015年7月1日～2016年6月30日 決算報告

（理事会承認済み）

【武蔵村山市民まつり協賛について】内野 均 会長
「第11回 村山デエダラまつり」

テーマ「活力ある武蔵村山の創造」を目指して
「“見る”まつりから

“参加”するまつり」
日時 10月29日（土）9時30分～20時

10月30日（日）9時30分～16時
協賛のお願いがきました。毎年50,000円の協賛
をしています。別途広告（バナー広告・看板・プ
ログラム等）のお願いもありますがクラブとして
は例年通りの50,000円の協賛とします。（理事
会承認事項）尚、広告等、各企業にてご協力願い
ます。

【多摩分区連絡会について】 嶋田 哲男 幹事長
8月24日（水）16時 「平成の間」にて開催します。
出席者 内野 均 会長 嶋田 哲男 幹事

波多野 晃夫 副会長 新海 正人 副幹事
地区委員の皆さま（野島 征 会員 倉内 淳
会員 比留間 孝司 会員 田中 伸彦 会員
のご協力をお願いします。

）

【ガバナ公式訪問（以前）のスケジュール】
嶋田 哲男 幹事

ガバナ訪問に先立ち8月24日はクラブ奉仕委員会の
卓話、8月31日の全員クラブ協議会では、四大奉仕
委員会に発表をしていただきます。

① 8/24 クラブ奉仕委員会
波多野 晃夫 委員長

・2016～2017年度 クラブテーマ
・活動方針 実施計画

イニシエーションスピーチ 遠田 努 会員
② 8/31 全員クラブ協議会

職業奉仕委員会
比留間 孝司 委員長

社会奉仕委員会
比留間 一義 委員長

国際奉仕委員会
酒寄 好夫 委員長

青少年奉仕委員会
木内 敬三九 委員長

※活動方針 実施計画を発表して頂きます。
③ 9/7 ガバナ補佐訪問

・当日は早めの食事をとっていただき12時
50分から五大奉仕委員長による発表。
13時20分からガバナー補佐に講評を頂き
ます。

④ 9/14 ガバナ公式訪問（ガバナ事務局より）
予定時間

10時30分～11時15分
会長・幹事との打ち合わせ

11時15分～12時15分
クラブ協議会

12時30分～13時30分
例会

来訪者
ガバナー・地区幹事（地区副幹事）2～3人
尚、ガバナー補佐・分区幹事（分区副幹事）
にも会長・幹事との打ち合わせより出席をお
願いします。
当日の食事代は持参しませんのでよろしくお
願い申し上げます。

クラブ協議会の内容
・各クラブの進行で進めてください。
・五大奉仕委員会及びロータリー財団、米山

奨学事業、会員増強の8部門の範囲内でク
ラブの取組みを発表してください。

・2016-2017年度の重点項目として「親睦
と研修」を掲げています。クラブ入会3年

〇青少年奉仕委員会 木内 敬三九 委員長
【少年サッカー大会・少年野球大会】
・現在内容については検討中です。
・開催予定 2017年3月4日(土)

少年サッカー大会
2017年5月28日(日) 予備日6/4

少年野球大会
・詳細は後日報告します。

〇職業奉仕委員会 内野 均 会長
（比留間 孝司 委員長）

【勝沼醸造㈱事業所視察ツアー】
勝沼醸造 伊勢サミット歓迎会の乾杯のシャンパ

ンは勝沼醸造が提供しました。
・甲州種ワインの匠である有賀 雄二 氏による

卓話とワイナリー見学
・併設レストランでの懇親会

9月27日（火） 午後12時西武信用金庫出発
・ご家族の皆様も奮って参加をお願いします。

程度の入会歴の浅い会員の退会者が多い
実情から入会歴の浅い会員に対する研修
内容（過去、現時点、予定）をクラブ協
議会時に報告願います。

【ガバナ公式訪問】
第2580地区 2016～2017年度

モットー 「出会いを大切に」
重点項目 「親睦と研修」

・ロータリーに対する理解を深める
・ロータリーの良さを知ってもらう

（特に入会3年以内の会員に対して）退会防止
ポリオ撲滅 最初の提唱者が日本人ロータリアンで

あることを知ってもらう
ロータリー財団に対する理解を深め協力を求める

・ロータリー財団100周年
オン ツー アトランタ

・多くの会員に参加してもらう
上記の4項目から関連する事項を全員協議会で協議
します。

・親睦と研修に関しては、田中 伸彦 委員
長に発表して頂きたい。

・ロータリー財団100周年に関しては藤野
豊 副委員長に米山奨学生に関しては職業
奉仕委員会を含め比留間 孝司 会員に発
表して頂きたい。

・会員増強については宮﨑 茂夫 直前会長
に発表して頂きたい。

・入会の浅い会員としてロータリーへの思い
と感想を志々田 陽介 会員に発表して頂
きたい。


