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全員クラブ協議会
（9/7 Ｇ補佐訪問の為）

ガバナー補佐訪問

４

点 鐘 内野 均 会長

斉 唱

奉仕の理想
ソングリーダー

酒寄 好夫 会員

会務報告 内野 均 会長

司会 佐藤 貢 会場運営委員長

会務報告続き…

〇東京秋川ＲＣより
・「アユの塩焼を食べる会」の案内を頂きまし

た。
＊9月15日（木） 17時～

秋川渓谷リバーティオ
＊8月31日までに申し込みを！！

希望の方は申し出下さい。

〇ハイライト「よねやま」197号を頂きました。

〇伊奈平苑より盆踊り列席の礼状を頂きました。

〇被災地復興支援 気仙沼視察の案内
11月8日（火）11:50気仙沼駅集合

（東京7:56はやぶさ101）
9日（水）気仙沼視察

〇例会変更
・秋川ＲＣ
9月 8日→休会

15日→夜間例会 17時より
「アユの塩焼を食べる会」

＊会務報告で案内の様に参加希望の方は申し出下さい。
29日→通常例会

・板橋ＲＣ
メークアップ受付についての案内を頂いてい
ます。
＊振替休会・夜間例会のみ

メークアップ受付 12:00～12:30

幹事報告 嶋田 哲男 幹事

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 27名 84.85% な し

〇事前メークアップ
比留間 孝司 会員
（地区米山委員会）

〇出席免除会員
木内 敬三九 会員

〇東京御苑ＲＣより
①ローターアクトクラブ結成認証状伝達式の

案内を頂きました。
＊9月11日（日）16時開始
＊新宿ワシントンホテル 3階「すばるの間」

申し込み〆切 9月7日
希望の方は申し出下さい。

②ロータリー財団100周年記念事業
・第1回新宿区民カラオケコンクール
・予選会 9月10日（土）、24日（土）

10月1日（土）開始13:00
決勝戦 10月8日（土）15:00開始

【第２１４１回例会週報】



◇ 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

・今年度クラブ奉仕委員会の事業計画につい
て説明します。

・親睦と研修がテーマで研修に力を入れるようにとなっ
ています。

・クラブ奉仕委員会は五大奉仕委員会のひとつで確固
たる土台、基盤づくりが 大のミッションです。

・クラブ奉仕とは会員が円滑にクラブを機能させるた
めに、クラブの会合に出席すること、クラブの親睦
に加わること、クラブのプログラムに参加すること、
様々な委員になること、理事を務めること、会費を
払うこと、地区協議会や地区大会に出席することを
総称してクラブ奉仕（クラブサービス）としていま
す。

・クラブ奉仕委員会はクラブがクラブとして円滑に機
能するために役に立つ様々な事務、事業を担当する
委員会です。

・奉仕とサービスについて、地区研修会での広畑富雄
氏の講演では職業奉仕やクラブ奉仕がわかりにくい
という話がありました。同氏の著書にはロータリー
の四大奉仕のうち、社会奉仕と国際奉仕はわかるが、
職業奉仕とクラブ奉仕がわかりにくいとされていま
す。クラブ奉仕は会長、幹事が神職を忘れてクラブ
に奉仕するという誤解があるかもしれないが、クラ
ブ奉仕の原則はクラブサービスであり、クラブのた
めになる考えであり、行為です。会員全員ができる
し、是非やるべきです。会員がクラブのためにやる
こともクラブ奉仕の概念に含まれると説いています。

・上山ガバナーも親睦と研修を重点項目に掲げており、
内野会長も一期一会・親睦こそクラブの活力源をテー
マにしています。これらモットー、テーマを具体化
するためにクラブ奉仕委員会では計画を立てました。
活動方針は「会長方針に基づき、クラブ奉仕委員会
の各委員会と連携しながら、会員相互の交流・親睦
を深め、クラブを適正かつ円滑に運営していく。」

実施計画は
1. 例会の充実

（正当な手続き、形式によって開催し有用な内容に
する）

2. 会員相互の交流・親睦の深化
（様々なイベントを通じて会員、家族との交流を図

る）
3. 情報の充実

（HP活用、地域行事への参加等）
4. クラブの充実・発展

（会員の増強、退会防止、勉強会の実施等）

各委員会との連携、調整を図りながら会長方針に従っ
てクラブ運営、管理に努めてまいりますのでよろしく
お願いします。

☆田中伸彦会員⇒先日の納涼会では皆さんありがとうござ
いました。帰りはバスに乗らず片付けもしなくて申し訳

ありませんでした。
☆比留間市郎会員⇒後期高齢者になりました。階段が大変

になりました。そろそろ卒業したいです。
☆新海正人会員⇒誕生日、結婚記念日をお祝いいただきあ

りがとうございます。まだまだ子供が小さいので元気で
いたいと思っております。

☆波多野晃夫会員⇒先日の納涼会では親睦委員会の皆様に

大変お世話になりました。ありがとうございました。

◆ 今回計 １８,０００円 累 計２８４,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 金井 一三 親睦委員 ）

委員会報告

〇ゴルフ部 比留間 一義 会員
・多摩分区親睦ゴルフ大会

9/30（金）東京バーディー
・第13回市民チャリティゴルフ大会

（武蔵村山市ゴルフ連盟事務局）
ご参加お願いします。

〇会員組織委員会 宮﨑 茂夫 委員長
・会員増強月間

来月改めてご案内します。

〇職業奉仕委員会 志々田 陽介 委員長
・9/27（火）移動例会

勝沼醸造㈱見学ツアー
有賀 雄二 氏卓話
ワイナリー見学
懇親会

〇プログラム委員会 野島 征 委員長
・9月 イニシエーションスピーチ

（高山 会員出席時）
・9/21 情報委員会（雑誌） 田中 伸彦 副委員長

会員組織委員会 会員増強 宮﨑茂夫委員長

卓 話 イニシエーションスピーチ

クラブ奉仕委員会 波多野 晃夫 委員長

遠田 努 会員

田中会員、RCに誘ってくださってありがとうござい
ます。
水曜日が休業日ですが、予定の許す限り参加しますの
でよろしくお願いします。

昭和44年9月に国立に生まれ、小・中学校と国立市で
過ごしました。父は山形生まれでサラリーマンをして
おり、両国育ちの母と結婚し、姉が1人おります。私
立日本学園高等学校の時に進路を①美容師②ツアーコ
ンダクター③調理師の3つを考え、自身で調理が向い
ていると思い、織田調理専門学校に1年間通いました。
先生からの推薦もあり、平成元年に㈱プリンスホテル
（新宿）に入社しました。ホテル調理場は24時間稼
働しており、1年目でコール場を担当することになり、
自分なりに一生懸命やりました。洗剤を使用する職業
がら、手荒れがひどく通院しましたが予想以上にひど
く、学校時代の先生にも相談し、別の道もあるとアド
バイスをもらいました。
友人からの誘いもあり、1年間の約束でオートショッ
プ ビットインに入社、給料は3～5万円でしたが、色々
教えてもらっていたので満足していました。
その後、立川で独立開業し、平成8年には有限会社ア
リーナを設立し、武蔵村山市岸に移転しました。手狭
になってきたこともあり、平成15年に榎に店舗移転
しました。平成25年には株式会社マイホームを設立
し、仲介業を営んでいます。また、商工会商業部会幹
事、医療社団法人康真会や東京徳友会の理事を務めて
おりますので、なにかありましたらよろしくお願いし
ます。

委員会計画発表


