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【第２１５１回例会週報】

卓 話

ロータリー財団

卓 話

国際奉仕

９

点 鐘 内野 均 会長

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー
志々田 陽介 会員

会務報告 内野 均 会長

会務報告続き…

〇第3回地区研修（10/13(木)）のパワーポイ
ントデータが届いています。
講師 松宮剛元ＲＩ理事/パストガバナー
「ロータリアンの樹」

〇コーディネーターＮＥＷＳ2016年11月号が
届いています。

〇インターシティーミーティング出席礼状が届
いています。

〇バギオだより2016年11月号が届いています。

〇ハイライトよねやま199が届いています。

〇第1回 地区ワイン同好会の案内
・2016年11月18日(金) ＰＭ6:30～
・豊島区目白「リュド・ヴィンテージ目白」
・￥12,000 （ワイン料理含む）

〇委嘱状が届いています。
比留間孝司会員→ロータリー米山奨学生選考
面接官

〇ロータリーレート
11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 81.82% な し

〇出席免除会員
宮崎 恒夫 会員

〇地区大会の件 記念講演 森永卓郎先生
・会長、幹事会 15:30開始

〇「ロータリー財団」のリソース
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）

四つのテスト 後藤 正次 会員

司会 佐藤 貢 会場運営委員長

来客紹介

〇小林 達夫 様
（東京上野ＲＣ・地区大会実行委員会）

〇永井 重孝 様（東京上野ＲＣ）
〇李 英旗 様（米山奨学生）

☆ 誕生月おめでとうございます。
清水 高彦 会員 比留間 重次 会員
田代 和也 会員
榎本 昭 会員夫人 一子 さん
佐藤 貢 会員夫人 由香 さん
☆ 結婚月おめでとうございます。
比留間 市郎 会員 田代 和也 会員
比留間 孝司 会員

☆ 皆勤おめでとうございます。
佐藤 貢 会員 2年



◇ 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

☆内野均会長・嶋田哲男幹事⇒東京上野ＲＣ 小林達夫様、
永井重孝様、李英旗様ようこそいらっしゃいませ！！

☆比留間重次会員⇒誕生日を祝って頂き有難うございます。
☆比留間孝司会員⇒結婚祝を頂きありがとうございます。

☆榎本昭会員⇒妻の誕生日をお知らせ下さり、いつもお世
話になっております。すっかり忘れておりました。
ＲＣは親切なクラブです。

☆比留間市郎会員⇒結婚記念日を祝っていただきありがと
うございます。

☆清水高彦会員⇒誕生月を祝っていただきありがとうござ
います。体に気を付け頑張りたいと思います。

☆佐藤貢会員⇒入会して2年が過ぎました。これからも宜し
くお願いします。

又、奥さんの誕生月を祝って頂きありがとうございます。

◆ 今回計 ４５,０００円 累 計５１８,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 倉内 淳 親睦委員 ）

委員会報告

〇クラブ奉仕委員会 波多野 晃夫 委員長
10月25日、飯田橋のホテルグ
ランドパレスでクラブ奉仕委員
長会議が開催され、私が出席し
てまいりました。この会議の内
容は2016年規定審議会による改

正の後に各クラブの管理運営状況はどのよ
うな変化が生じているのか意見交換がござ
いました。当クラブはまだ細則そのものの
検討に入っておりませんが、概ね各クラブ
も現在様子見という状況で従来通りの組織、
運営を基本として考えているというのが多
数の意見でありました。各クラブから今回
の改正とは別に従来のクラブ細則が実体に
合わないということもあり、内部的に検討
委員会を立ち上げて検討するという報告も
ありました。

〇ゴルフ部 田中 伸彦 委員長
母の葬儀には多数の皆様に来

て頂きありがとうございました。
さて、来る11月22日親睦ゴル
フを開催致します。
9時集合、9時5分スタート、18

ホールで行います。締切りは来週金曜日
（11月11日）迄となりますので希望者はＦ
ＡＸをお願いします。
私は浄土真宗で母の49日はございませんの
で私も参加させて頂きます。

第５回 全員クラブ協議会

宮﨑 茂夫 委員長より
・10月29日（土）、30日（日）の2日間、武
蔵村山市民まつりのデエダラまつりに参加
出店し、ロータリーの意義と活動について
広報活動を実施して来ました。
内容はチューリップの球根配布・ロータリー
活動パネルの設置、資料配布等。

田中 伸彦 委員長より
・クリスマス会のお知らせ
12月21日（水）18:00～20:30
場 所：ホテル日航立川東京
登録料：12,000円/1人
（ご夫人8,000円、小学生以下無料）
アトラクションはなくプレゼントを充実さ
せる。

内野 均 会長より
・今年度財団寄付目標
150ドル/1人 合計5100ドル
ご協力お願いします。

嶋田 哲男 幹事より
・ロータリー財団100周年記念シンポジウム
11月27日（日）100周年を祝い 国際人道支
援の第一線で活躍するロータリー財団学友
を集めシンポジウムを全国規模で開催。
ジョン・Ｆ・ジャームＲＩ会長も出席する。
・11月10日（木）ハーモニカ演奏会を開催
ハーモニカ演奏者は石川ガバナー補佐、踊
りは芸者さん。場所は八王子の割烹すゞ香
にて。
会費は会席料理、飲み物込みで25,000円。

野島 征 委員長より
・地区ローターアクトセミナー
10月29日（土）水野正人パストガバナーの
セミナーに出席。18歳から33歳までのロー
ターアクターが約40名参加。2020年東京オ
リンピックを成功に導くため、今交通イン
フラ施設等オリンピック後も無駄にならな
い様レガシーという言葉が叫ばれているが、
もっと大切なソフト面のレガシー、ボラン
ティアに対して積極的に、特に身障者に対
して声を掛けられてから動くのではなく、
積極的に声を掛けようと若い方々に積極的
に説いていた。

【クラブ協議会】

内野 均 会長より
・10月13日（木）第3回地区研修協議会（ハ
イアットリージェンシー東京）に会長・副
会長・幹事3名で出席し、ロータリーの基本
その3、地区国際奉仕委員会よりアトランタ
国際大会参加の件、卓話 ロータリアンの樹
を受講しました。今後のクラブ運営に役立
つ、意義のある研修会でした。
・10月19日（水）ＩＭ（ホストクラブは東京
福生ＲＣでフォレストイン昭和館にて）に
全員登録にて参加しました。合同例会終了
後、オープニングに始まり基調講演（講談/
米山梅吉物語・一龍斎貞花 師匠 古典落語/
人情噺 三遊亭鳫楽 師匠）今回のＩＭテーマ
カントリージェントルマン「わが街ここが
自慢です」を各クラブ幹事にて発表後、総
括と感想、次期ＩＭホストクラブ発表、閉
会、懇親会へと進みました。
・10月27日（木）第3回多摩分区連絡会に会
長、幹事、事務局の3名で出席して来ました。
場所は秋川渓谷リバーティオにてホストク
ラブは東京秋川ＲＣ。内容は報告事項 1.ガ
バナー補佐報告 2.各クラブ報告 3.地区委員
報告、協議事項 1.ＩＭの感想 2.ロータリー
財団月間に寄せて 3.その他 終了後は懇親会
にて親睦を深めて来ました。


