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ガバナー公式訪問

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

点 鐘 内野 均 会長

斉 唱

奉仕の理想
ソングリーダー

藤野 豊 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…

〇ロータリーコーディネーターNEWS 2016年9月号
が届いています。

〇バギオだより2016年9月号が届いています。

〇基本的教育と識字率向上月間（9月）リソースの
ご案内が届いています。

〇第38回武蔵村山市観光納涼花火大会協賛の礼状
が届いています。

〇社協だより「こもれび第196号」が届いています。

〇例会変更（追加変更）の案内
・板橋セントラルＲＣ

2016年10月14日、11月 4日
2017年 2月10日、 3月24日
いづれも通常例会を祝日週休会となっています。

〇東大和ＲＣより 事業計画書を頂きました。

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 28名 87.50% 84.85％→87.88%

〇メーキャップ 第2141回例会
藤野 豊 会員（後楽ＲＣ）

〇出席免除会員
榎本 昭 会員 宮崎 恒夫 会員

〇最新のＲＩ定款・細則、クラブ定款・細則が国際
ロータリーのウエブサイトから入手可能になりま
した。（2016年手続要覧の冊子発行はスケジュー
ルが判明次第連絡有）

〇第3回地区研修会開催案内
・10月13日（木）14:30～ 登録開始
・ハイアットリージェンシー東京

出席希望の方は幹事宛連絡下さい。

〇ポリオのない世界のための奉仕賞 推薦依頼
・基準と指針等を参照の上、申し込みを

幹事報告 嶋田 哲男 幹事

【第２１４３回例会週報】

来客紹介 内野 均 会長

〇石川 彌八郎 様（ガバナー補佐）

〇加羽澤 光輝 様（分区幹事）

〇李 英旗 様（米山奨学生）

☆内野均会長・嶋田哲男幹事⇒石川ガバナー補佐、加羽澤

分区幹事本日はようこそいらっしゃいました。当クラブ

もロータリー的カントリージェントルマンとして地域を
けん引出来る様頑張りますのでご指導下さい。

☆波多野稔会員⇒誕生祝ありがとうございます。
石川ガバナー補佐・加羽澤分区幹事本日はよろしくお願

い致します。
☆齊藤孝喜会員⇒ガバナー補佐石川様、分区幹事加羽澤様

いつもありがとうございます。よろしく御願い致します。
☆波多野晃夫会員⇒石川ガバナー補佐、加羽澤分区幹事、

本日はよろしくお願いします。
過ぎたる（杉樽）はおいしいお酒ですね。

☆比留間孝司会員⇒誕生祝を頂きありがとうございます。

☆見延壽昭会員⇒石川ガバナー補佐、加羽澤分区幹事今年1
年よろしくご指導下さい。

☆田中伸彦会員⇒石川ガバナー補佐、加羽澤分区幹事今年
一年ご指導宜しくお願いします。

また一年頑張って下さい。
☆野島征会員⇒石川ガバナー補佐、加羽澤分区幹事ようこ

そお出下さいました。本日は宜敷く御指導下さいませ。
☆藤野豊会員⇒石川ガバナー補佐、加羽澤分区幹事本日は

よろしくお願いします。

◆ 今回計 ４２,０００円 累 計３５１,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 田代 和也 親睦委員 ）



◇ 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

〇職業奉仕委員会 比留間 孝司 委員長
①会員相互の理解と職業を通じて一人一人がロー

タリーに関わっていけるよう、引き続き会員卓
話で職業をテーマに語ってほしい。
前年度後半から新入会員にイニシエーションス
ピーチを兼ねた卓話を行っている。
11月末は「社員の育成」にテーマを絞り金井会
員による卓話を予定。年明けは「事業継承」
「事業継続」をテーマに外部卓話を予定してい
る。

②ＲＣの観念的なことを学ぶ場として地区の職業
奉仕委員会と連携し勉強の機会を設けたい。

〇社会奉仕委員会 比留間 一義 委員長
地域に根ざしたＲＣとして地域行政・学校と連
携し地域奉仕活動に努めることを指針とし、5月
の市内クリーン作戦、デエダラまつり参加、ロー
タリー希望の風・奨学金事業の支援とともに地
域補助金プロジェクトの検討が課題。
昨日、地区の全体会議があり本郷ＲＣの「職場
体験発表会」の発表に興味が湧き、機会があれ
ば卓話に招きたいと思う。

〇国際奉仕委員会 酒寄 好夫 委員長
国際平和と親善のため、ロータリー財団・米山
奨学金との連携を深める。
財団月間に向け卓話をお願いしたい。目標は100
ドルなのでロータリーの活動内容を地域にＰＲ
する。
アトランタ国際大会登録は現状340人、目標は
3,000人。それぞれご協力をお願いしたい。

〇青少年奉仕委員会 木内 敬三九 委員長
行政・学校・地域諸団体と連携しクラブの社会
奉仕・国際奉仕活動に青少年の積極的な参加を
支援する。
地域の少年サッカー・少年野球の2本立てで子供
たちとのコミュニケーションを図りたい。
4年目で初めて外部への参加を経験しＲＣへの理
解と興味が深まったが、その認識が長続きする
秘訣だと思う。
脳梗塞を機に死や、家族・仲間・仕事による支
えというものに思いが至ったが、上山ガバナー
にはぜひ長いロータリー人生にどのように取り
組むべきかご経験をお聞かせいただきたい。

〇職業奉仕委員会 志々田 陽介 副委員長
9/27（火）に勝沼醸造（株）事業所見学ツアー
を開催。
12時出発、直行で甲州ワインの匠、有賀氏によ
る卓話の後、ワイナリー見学、併設レストラン
で懇親会の流れ。
登録1万円、ご夫人5,000円、欠席3,000円で本日
より集金。バス内で軽食あり。

五大奉仕委員長 発表

〇クラブ奉仕委員会 波多野 晃夫 委員長
上山ガバナーは「出会いを大切に」をモットー
に「親睦と研修」を重点項目に掲げ、当クラブ
の内野会長は「一期一会、親睦こそクラブの活
力源」をテーマに「友人を作り充実したロータ
リーライフを」とのサブタイトルを付している。
これを踏まえ奉仕委員会の計画と実践予定は次
の通り。

①会場運営委員会・プログラム委員会を中心に例
会を充実させ楽しく有意義なものにしていく。
週に1度の貴重な交流の場であるので極力出席を。

②親睦委員会を中心にあらゆる場面で会員相互の
交流・親睦深化を目指す。

③情報委員会・クラブ会報委員会が中心となって
タイムリーな情報発信を心がけＲＣを正しく、
かつ深く理解・認識してもらえるよう努める。

④会員組織委員会を中心に会員の増強と退会防止
に努める。
当クラブの入会員は微増だが市商工関係者が圧
倒的多数。引き続き会長方針の3名の会員増強を
目指すと共に新入会員がクラブに溶け込みやす
い環境整備と勉強会開催を考えている。

講 評 石川ガバナー補佐

委員会報告

〇多摩分区ガバナー補佐 石川 彌八郎 様
来週に公式ガバナー訪問を控えているが、発表
の際は具体的に。
10月ＩＭのテーマは「カントリージェントルマ
ン」で、ＩＭの挨拶内容は「多摩の人間である
ことを誇りに」となっている。
江戸がわずか100年で100万都市となったのは、
玉川上水・木材・石炭・燃料・砂利や、当時は
多摩地区の一部であった世田谷・練馬の農作物
など、多摩地区に都市形成の要素がそろってい
たことが大きな要因である。
職業奉仕を通じ、地域で相談し甲斐のある人物
になるような人格形成をしていく生き方を「カ
ントリージェントルマン」と言うが、多摩地区
に相応しいテーマを折に触れ会員間で議論し、
その集約を幹事が7分間に凝縮して発表して欲し
い。

〇多摩分区分区幹事 加羽澤 光輝 様
武蔵村山はいろいろな活動をしているの
で来週のガバナー公式訪問での各クラブ
の活動計画の発表を楽しみにしている。

〇米山奨学生 李 英旗 様
柿田川公園の清掃参加と米山梅吉記念館
を訪問してとてもよい経験になり感謝し
ている。これからも努力したい。

クラブ奉仕委員会には毎週水曜日が楽しみになる
ようなホッとする例会作りをお願いしたい。
クラブの良さを確認し合って退会防止に努めてほ
しい。
職業奉仕委員会はＲＣの根幹である。わかりづら
い概念だが奉仕であるとともに職業を通じた自分
の研鎧であることを認識してほしい。
社会奉仕委員会には手段と目的を明確に理解して
活動してほしい。
国際奉仕委員会はＲＣ100周年とアトランタを控え
ているが「大会途中でいなくなる日本人」と外国
人に不評なのできちんと参加してほしい。
他のクラブのツアーに入ってみるのもおもしろい
と思う。
青少年委員長の木内さんは病気を克服し委員長を
継続されていて立派だと思う。
外へ出ることはクラブ内で学びきれないことがあ
り有意義だ。
11/27にＲＣ100周年のシンポジウムがあるので多
数のご参加をお願いしたい。


