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米山奨学
多摩分区ＩＭ

フォレスト・イン昭和館

７

【第２１４７回例会週報】

点 鐘 波多野 晃夫 副会長

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー

田代 和也 会員

会務報告 波多野 晃夫 副会長

会務報告続き…

〇「意義ある業績賞」推薦書式が届いています。

〇地区大会登録のお願いが届いています。
（ご案内は11月2日に来ます。）

・パネル展示計画「震災復興支援活動」実施ク
ラブはホストクラブへ

〇ロータリー米山記念奨学会より
・2015年度事業報告書、決算報告書が届いて

います。

〇第3回多摩分区連絡会の案内
・10月27日（火）午後4時～
・秋川渓谷リバーティオ

〇ＴＲＣ親睦ゴルフの案内
・11月19日（土）
・埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部 越生コース
・集合8時 1クラブ8名以上

〇「第38回バギオ訪問交流の旅」の案内が届
いています。希望の方は事務局へ

〇デエダラまつり開会式の案内が届いています。
10月29日（土）午前10時

〇(株)バル・ジャパン（藤野会員）より
創立記念列式の礼状を頂きました。

〇ロータリーレート
10月 1ドル102円（現行通り）

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 86.29% な し

〇事前メーキャップ
藤野 豊 会員（東西会）
後藤 正次 会員(分区ゴルフ）

〇コーディネーターNEWS
10月号が届いています。

〇10月 経済と地域社会の発展月間 リソースの
案内が届いています。

幹事報告 嶋田 哲男 幹事

（ 田中 伸彦 親睦委員長 ）

☆ 誕生月おめでとうございます。
宮崎 恒夫 会員
田中 伸彦 会員夫人 かほる さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
比留間 重次 会員 宮崎 恒夫 会員
比留間 一義 会員 藤野 豊 会員
波多野 晃夫 会員

四つのテスト 酒寄 好夫 会員

司会 佐藤 貢 会場運営委員長

来客紹介

〇ゲスト
李 英旗 様
（米山奨学生）
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☆波多野晃夫会員⇒結婚月を祝っていただきありがとうご

ざいます。
お陰様で44回目の記念日を本日迎えられました。

☆田中伸彦会員⇒妻の誕生日を祝っていただきありがとう
ございます。すっかり忘れてました。

☆宮崎恒夫会員⇒結婚祝いと誕生祝をお祝いありがとうご
ざいます。又、先日多摩分区のゴルフ大会が東京バーディ

でありましたが、ハンデに恵まれ第3位になりました。
ありがとうございます。

☆波多野稔会員⇒先週の勝沼醸造参加できず すいませんで

した。
☆比留間重次会員⇒44回目の結婚を祝って頂き有難うござ

います。
☆比留間一義会員⇒結婚月をお祝いいただきありがとうご

ざいます。

◆ 今回計 ４０,０００円 累 計４５３,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 倉内 淳 親睦委員 ）

委員会報告

〇職業奉仕委員会 志々田 陽介 委員長
9/27（火）に移動例会として21名
参加で勝沼醸造(株)事業所見学ツアー
を開催。
不参加の方にお土産のワインがある
ので、お持ち帰りを。

○ゴルフ部 比留間 一義 会長
9/30に多摩分区親睦ゴルフ大会があ
り、当クラブから9名参加。
クラブ対抗で準優勝し、11/24の地
区大会決勝に進めるが、当日はメン
バーの都合がつかず辞退した。
11/19（土）にＴＲＣ親睦ゴルフ大

会が埼玉ロイヤルＧＣ越生コースで開催される。
集合は8:30、出欠をとるので御協力いただきた
い。
当クラブゴルフコンペが11/22（火）に武蔵丘Ｇ
Ｃで開催される。家族・友人の参加も可能なの
でふるってご参加いただきたい。
木原誠二武蔵村山後援会より、ゴルフコンペの
参加依頼が来ている。11/14（月）に東京バーディ
ークラブにて。
〆切は10/16なので次回の例会まで受け付ける。

○米山奨学会 比留間 孝司 会員
米山月間につき、李英旗さんが来週
当クラブで卓話予定、月末は福生Ｒ
Ｃでも予定している。
月間中、在京の40～50名の奨学生
による卓話が予定されている。
生の奨学生・学友の声を皆さんに届
け、理解を深めていただき、事業を

支える寄付金をお願いしたい。
今月のガバナー月誌の冒頭に上山ガバナーによ
る先月の米山記念館訪問報告があるが、このよ
うな行事を通じ奨学生もロータリー活動を理解
しようと努力しているし、米山月間にロータリ
アンの前で卓話をしたことが、ロータリーの理
解に一番寄与したという奨学生の声もある。
昨年は全国で15億円の寄付金が集まり、この数
字は奨学会として 高のスコアである。
当地区も堅調な数字が上がっており、2580地区
は5000～6000万で、その4割が東京からである。
2750地区の目標は年間1億と聞いている。
各人のご厚意とご協力をお願いしたい。

【クラブ協議会】

○全体的報告事項 嶋田 哲男 幹事
・9/11東京御苑ローターアクトクラブのチャーター

ナイトに地区ローターアクト委員の野島会員、
地区青少年奉仕委員長の木内会員、副委員長の
田中会員、内野会長と私の5名で参加した。
参加人数もさほど多くなく、進行等も含め期待
外れだったが、ローターアクトクラブを作ろう
という積極的な姿勢は評価できる。

・9/15 秋川ＲＣの「鮎を食べる会」に会長と幹事
の2名で参加したが、寂しかったので来年は少な
くとも5、6名で参加したい。

第４回 全員クラブ協議会

・9/27 職業奉仕委員会の主催で、東村山ＲＣの山
本さんも交え20名参加で勝沼醸造事業所見学ツ
アーを行った。
有賀社長のプロ意識のある熱のこもった卓話と、
醸造所見学・ワイナリーツアー・ワインのテイ
スティングに続き、併設レストランでロースト
ビーフ主体の食事とワインを楽しみ、充実した
移動例会となった。

・第3回地区研修会が10/13（木）14:30よりハイ
アットリージェンシー東京にて開催される。
〆切間近だが今のところ参加は内野会長、波多
野会員と私の3名のみ。ロータリーの基本が理解
できる有意義な研修なのでふるっての参加をお
願いしたい。

・秋川ＲＣ、福生ＲＣ、青梅ＲＣより「若手の会」
に勧誘されている。参加資格は60歳前後までと
のこと、10/26の交流会に参加して検討したい。

【協議事項】
○デエダラまつり：宮﨑 茂夫 情報委員長

9/7に出店者会議があり、詳細はお手元の「第11
回デエダラまつり参加要項」記載の通り。
当クラブは情報委員会と社会奉仕委員会が主体
となり、ロータリーの意義と活動について広報
活動を行う。
10/29（土）9:30～20:00（当会は16:00まで）、
10/30（日）9:30～16:00で、場所は真如苑プロ
ジェクト用地、ブースは33番。情報・社会奉仕
委員会は8:30集合、その他会員は9:00集合。
10/26の例会の振替となるので、会員はどちらか
に参加のこと。出欠報告をお願いしたい。
当日はチューリップの球根10万円分と、ポリオ・
希望の風・奨学金パンフレット各500部を配布予
定。当日の雨天による中止等は連絡網にてお知
らせする。

○ＩＭ：嶋田 哲男 幹事
10/19（水）13:30～14:00登録開始でフォレスト
イン昭和館にて合同例会開催予定。
基調講演は「名人二席」として講談と古典落語
を福生ＲＣが用意している。
その後、各幹事により「カントリージェントル
マン～わが街ここが自慢です」の意見発表があ
り、18:10からゴスペルライブショーと懇親会の
運び。
途中参加でもかまわないので、ふるってのご参
加をお願いしたい。「カントリージェントルマ
ン」の内容は、歴史を通じて見た武蔵村山の自
慢を、写真を交えて私なりにまとめてみた。
練習後、会員の前で披露してご意見を伺いたい。


