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【第２１５５回例会週報】

卓 話

社会奉仕委員会

比留間 一義 会員

クリスマス会

ホテル日航立川東京

点 鐘 内野 均 会長

会務報告 内野 均 会長

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
榎本 昭 会員

会務報告続き…

〇2016～2017年度 第4回地区研修会の案内
・3月6日（月）14:30～登録開始
・ハイアット リージェンシー東京
・登録期限 2月27日（月）12:00厳守

〇バギオ基金より
2015年度事業報告書と基金への寄付の依頼
が届いています。

〇第八回村山デエダラまつり協賛礼状が届いて
います。

〇新年賀詞交歓会の案内
・立川青年会議所→会長・幹事
・武蔵村山商工会→会長

幹事報告 嶋田 哲男 幹事

司会 佐藤 貢 会場運営委員長

〇日本事務局より「ロータリーウエブサイトの
定期メンテナンス」 12/3～12/6

〇東京御苑ＲＣより
・クリスマス例会のご案内
12月22日（木）18:30～登録開始
東京ワシントンホテル 3Ｆ

・2017～18年度会長「鄭潔」さんを励ます会
の案内
12月18日（日）17:30 登録開始
東京ワシントンホテル
＊2580地区始めての女性会長だそうです。

１４

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー
比留間 一義 会員

四つのテスト 見延 壽昭 会員

〇「疾病予防と治療月間」リソースの案内が届
いています。

〇2019～2020年度 当地区ガバナー（ガバナー
ノミニーデジグネート）決定
指名委員会通り 新本博司様（那覇ＲＣ）

委員会報告

〇プログラム委員会 野島 委員長より
次年度のプログラムを大幅に変更する要請
を受けました。具体的には来週書面にてプ
ログラムの変更をさせて頂きますが、プロ
グラムの変更は2月、3月のほとんどの例会
が振り替え例会となり、例会場での例会開
催が少なくなりますので十分お気をつけ下
さい。

〇米山功労者表彰について 内野 会長より
比留間孝司会員へ米山功労者表彰を行いま
した。

来客紹介

〇李 英旗 様
（米山奨学生）



◇ 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

☆齊藤章浩様（秋川ＲＣ）卓話の謝礼をニコニコとして頂

きました。（先週のニコニコ追加です）
☆見延壽昭会員⇒会場で妻の誕生日を教えて頂きました。

ありがとうございます。
☆酒寄好夫会員⇒妻の誕生日を祝っていただきありがとう
ございます。お花が届きました。

☆佐藤貢会員⇒今年もなんとか結婚記念日をむかえる事が
出来ました。来年も頑張ります！

☆田中伸彦会員⇒結婚記念日を祝っていただきありがとう
ございます。もう32回か～って感じです。

◆ 今回計 ３０,０００円 累 計５８５,０００円

ニコニコＢＯＸ （篠原 幸宏 親睦委員 ）

第６回 全員クラブ協議会

協議事項
・クリスマス会、新年会、親睦旅行について

親睦委員会 田中委員長より
クリスマス会 12月21日（水）18:00～

ホテル日航立川東京にて
新年会 平成29年1月18日（水）18:00～

スナックさちこにて
会費8000円※欠席2000円
新入会員が多いので親睦を図りたい。
料理グレードアップ、酒持込可。

クラブ親睦海外旅行
平成29年2月18日（土）～21日（火）3泊4日
フィリピンセブ島 会費150,000円
宿泊ホテル：ラディソンブルースタンダード

朝食付き
18日（土）
成田9:15発～セブ13:45着→ホテルチェックイ
ン→夕食→自由行動
19日（日）
マクタン島アイランドホッピング→夕食→自
由行動
20日（月）
アルタビスタGCにてゴルフ又はセブ島観光→
合流→夕食→自由行動
21日（火）
AM自由行動→セブ14:55発～成田20:30着→武
蔵村山解散
※ツインルーム割引▲￥21,000、ビジネスクラ
スプラス約￥70,000、ゴルフ代約￥25,000

・ジュニアサッカー大会
青少年奉仕委員会 木内委員長より

平成29年3月4日（土）9:00～15:00
※予備日：3月5日（日）同時刻
真如苑芝生広場にて 参加予定230名
メダル代を節約（今年25万→来年16万表面のロー
タリーロゴをカット）

（田中 伸彦 親睦委員長）

☆ 誕生月おめでとうございます。
小澤 秀人 会員
見延 壽昭 会員夫人 武子 さん
酒寄 好夫 会員夫人 恵美子 さん
齊藤 孝喜 会員夫人 尚美 さん
☆ 結婚月おめでとうございます。
田中 伸彦 会員 佐藤 貢 会員

年次総会

後藤議長代理 野島会員より
本日指名委員会議長が欠席のため私の方から報告致し
ます。11月23日に指名委員会を行いまして、厳正な
審議の結果次の方に次年度役員が決定致しましたので
報告申し上げます。

次年度会長 波多野晃夫
次年度副会長 倉内淳
次年度幹事 新海正人
次年度副幹事 比留間一義
以上でございます。

次年度会長 波多野晃夫会員より
只今指名委員会のご推薦を受け、次年度会長を務めよ
とお言葉を頂きました。今更じたばたしても仕方ない
というのが今の心境です。幸い、新海幹事、倉内副会
長、比留間一義副幹事とサポーターには恵まれており
ますので、いささか心強く思っております。就任した
後は皆様のお力添えを頂きながら、クラブの発展に努
力してまいりたいと思っております。どうぞ宜しくお
願い致します。

次年度副会長 倉内淳会員より
副会長の任、予期せぬ出来事で非常に慌てております。
私は来年で10年目になろうという中堅にいつの間に
かなってしまいました。何も分からないと言っている
うちに10年が経ちますので、少し頑張っていきたい
と思います。副会長というのは、来年度の波多野会長
と新海幹事を助けるのがメインになると思うので、こ
の1年間勉強を兼ねて頑張ってみようと思います。宜
しくお願い致します。

次年度幹事 新海正人会員より
つい先達て村山ロータリーに入れて頂いたという気が
します。私は今年の9月で丁度丸3年、早いものだな
と思いますが、今倉内次年度副会長も入会して10年、
私もロータリーのことがあまりよく分からないうちに
3年経過しました。波多野晃夫次年度会長に迷惑を掛
けないようにやっていきたいと思っております。今年
の内野会長と嶋田幹事が国学院久我山コンビですが、
来年は私と波多野会長は都立高校からたたき上げで法
政大学コンビでやらせて頂きたいと思います。是非宜
しくお願い致します。

次年度副幹事 比留間一義会員より
次年度副幹事ということで新海さんと同期で入って丁
度3年、私もまだまだ何もわかりませんが、次年度会
長、幹事を補佐するよう一生懸命やっていきたいと思
います。たぶん迷惑を掛けることもあるかもしれませ
んが頑張っていきます。宜しくお願い致します。

報告事項内野会長より
・次回第7回役員会2017年1月11日（水）11時～開催
・12月8日（木）第4回多摩分区連絡会開催
ホストクラブ：東京東村山RC掬水亭にて16時より
・11月11日（木）東京秋川RC若手の会開催
当クラブ1名参加（内野会長）参加資格60歳迄（60
歳以上でも気持ちが若い方ならOK）
親睦の会 秋川RC、福生RC、青梅RC3クラブで活
動。今回より当クラブにも声が掛かり参加。
ロータリアン、ロータリアン以外、入会3年未満の
方など様々な方との交流、地元の若い方との交流、
他クラブとの交流を目指す。開催は毎月1回。
夜間例会形式（メイキャップ可）。登録料は1万円。
・11月19日（土）3RCゴルフコンペ開催
当クラブから9名参加。倉内会員が第3位。
・11月22日（火）東京武蔵村山RC第1回親睦ゴルフ
コンペ開催
狭山ヶ丘ゴルフコースにて19名の参加。倉内会員
が優勝。


