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【第２１５６回例会週報】

クリスマス会

ホテル日航立川東京
全員クラブ協議会

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 28名 87.88% 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
榎本 昭 会員

〇コーディネーターNEWS 2016年12月号が届
いています。

〇熊本地震被災者義援金の経過報告
＊中期支援を中心に第2720地区全クラブ（74
クラブ）に支援プロジェクトを考えてもらい
復旧復興支援を行うことに決定。来年の初め
には事業の始動が出来るものと考えています。
プロジェクト終了次第報告書を作成致します。

〇ハイライトよねやま201を頂きました。

〇冠名基金設立の報告
・「国際ロータリー第2580地区ロータリー平
和フェローシップ基金」という名称のロータ
リー平和センター冠名基金を設立
寄付送金明細書に当地区の基金を指定下さい。

〇職場体験・インターンシップ委員会より
東京都主催わく(work)わく(work)week Tokyo
中学生の職場体験 平成28年度発表会の開催
の案内
・平成29年1月13日（金）午後2時～
・都民ホール
＊参加希望の方は事務局へ申し込み下さい。

〇北西消防懇話会より新年顔合会の案内
・1月24日（火）午後6時～
・ビックボックス東大和
・会費7,000円

司会 佐藤 貢 会場運営委員長

２１

斉 唱

我等の生業
ソングリーダー
宮崎 恒夫 会員

来客紹介

〇橋本 恵治 様 /卓話講師
（地区ロータリー希望の風奨学金支援特別委員会 委員長）

〇當麻 誠 様（東京東村山ＲＣパスト会長）
〇山本 智治 様
（東京東村山ＲＣ創立50周年副実行委員長）

〇小田 浩 様（東京山王ＲＣ）

50周年のご案内 パスト会長 當麻 誠 様
日程：H29年2月23日 場所：パレスホテル立川
東京東村山ＲＣは、本年度「ありがとう50周年！
ひとり・ひとりが主人公」のテーマのもとで、
「東京東村山ＲＣ歩こう会ハッピーライフ支援
プロジェクト」などの記念事業を発展してまい
りましたが、来たる平成29年2月23日をもって創
立50周年を迎えることとなりました。
これもひとえに先輩方の英知と努力によるも
のであり、さらに多くの皆様方のご理解とご支
援の賜物と心から感謝申し上げます。

幹事報告 嶋田 哲男 幹事

〇3月6日（月）第4回地区研修会（五大奉仕・
米山・Ｒ財団合同セミナー）を開催。
ハイアットリージェンシー東京 B1桃山/ク
リスタルルームにて



◇ 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

☆橋本恵治様（卓話講師）卓話の謝礼を頂きました。

☆當麻誠様（東京東村山ＲＣパスト会長）・山本智治様（東
京東村山ＲＣ創立50周年副実行委員長）本日は50周年のＰ

Ｒにお伺いいたしました。よろしくお願いいたします。
☆小田浩様（東京山王ＲＣ）本日は宮﨑正巳さんとのご縁で

例会に参加が出来ました。宮﨑さんとは前職よりのお付き
合いで20年来の間柄です。ニコニコです。

☆内野均会長・嶋田哲男幹事⇒東京福生ＲＣ/地区ロータリー

希望の風奨学金支援特別委員会委員長 橋本恵治様卓話宜
しくお願いします。東京東村山ＲＣ創立50周年ご案内パス

ト会長當麻誠様/副実行委員長 山本智治様50周年記念行事
を楽しみにしています。ビジター東京山王ＲＣ小田浩様遠

い所まで、ようこそいらっしゃいました！
☆波多野稔会員⇒福生ＲＣ橋本様本日の卓話宜しくお願い致

します。東村山ＲＣ當麻様、山本様創立50周年おめでとう
ございます。山王ＲＣ小田様ようこそいらっしゃいました。

☆宮﨑正巳会員⇒本日は友人である東京山王ＲＣより小田

浩さんをゲストにお迎えして久々のお話しがはずんでます。
ありがとうございます。

☆小澤秀人会員⇒誕生月を祝って下さってありがとうござい
ます。欠席が多くご迷惑をお掛け致し申し分ありません。

頑張りますのでよろしくお願い致します。
☆波多野晃夫会員⇒東京福生ＲＣの橋本恵治様卓話よろしく
お願いいたします。東京東村山ＲＣの當麻様、山本様よう

こそ。創立50周年おめでとうございます。東京山王ＲＣの
小田様ようこそお越しくださいました。

☆藤野豊会員⇒東村山ＲＣ當麻さん 山本さん 福生ＲＣ橋本
さん、東京山王ＲＣ小田さんようこそいらっしゃいました。

☆田中伸彦会員⇒福生ＲＣ橋本様、本日の卓話宜しくお願い
します。東村山ＲＣ當麻様、山本様 創立50周年頑張って

下さい。山王ＲＣ小田様ようこそいらっしゃいました。

◆ 今回計 ５１,０００円 累 計６３６,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 倉内 淳 親睦委員 ）

現在、私たちロータリアンで構成している
「ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協
議会」は、「ロータリー希望の風奨学金」プ
ログラムを運用しております。これは、被災
遺児となった約1,750人の青少年たちに、大学
や専門学校への就学と共に学業を継続できる
ような教育支援をしてゆきたいというのがロー
タリアンの願いだからです。
私たちは、次代を担う青年達が進学の希望
を断つことなく未来に夢を膨らませること、
それは日本のとりわけ東北の真の復興に欠か
せない大切な要素であると確信しています。
そして、全ての遺児達が進学の希望をかなえ
られるよう、続けていきたいと思っています。
対象となる全ての遺児が大学を卒業するまで
には、22年という長い期間を要します。震災
時に寄せられた資金に加え、その後多くの支
援金が寄せられていますが、まだ十分とは申
せません。皆様のご協力を是非ともお願い申
し上げます。

委員会報告

〇プログラム委員会 野島委員長より
プログラム委員会より事業計画書プログラム
の変更についてご案内致します。
2017年
1月 4日 休会
11日 クラブ協議会
18日 新年会（サチコにて）
25日 通常例会

2月 1日 1日・2日地区大会
（ホテルニューオータニ）

8日 クラブ協議会
15日 振替（親睦旅行2/18～2/21）
22日 振替（東村山50周年2/23）

3月 1日 クラブ協議会
8日 振替（サッカー大会 3/4）
15日 振替

（TRC ホスト東大和RC 3/14）
22日 通常例会 *PETS
29日 振替（観桜会）

4月 5日 クラブ協議会
12日 次年度会長方針

*4/15～4/16現次年度分区連絡会
19日 次年度夜間炉辺 *17日地区研修
26日 通常例会

なお、国際奉仕委員会の卓話は2月15日の予
定でしたが5月17日に移動になりました。詳
細は月間プログラムに差し込んでおきます。

〇親睦委員会 田中委員長より
クリスマス会 12月21日（水）
場所：ホテル日航立川東京 18:00より

卓 話

支援特別委員長

橋本 恵治 様

「ロータリー希望の風奨学金」について

☆お客様
・小田 浩 様 （東京山王ＲＣ）

・當麻 誠 様（東京東村山ＲＣパスト会長）
・山本 智治 様（東京東村山ＲＣ創立50周年副実行委員長）


