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【第２１５８回例会週報】

新年会

「スナック さちこ」

卓話

職業奉仕委員会③

１８

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

33名 28名 87.50% な し

〇出席免除会員
榎本 昭 会員

〇国際大会の登録・送金等申し込
み方法の案内及び日本人朝食会
の案内が届いています。

〇職業奉仕月間リソースの案内が
届いています。

〇コーディネーターNEWS
2017年1月号が届いています。

〇11月27日に行なわれたロータリー財団100
周年記念シンポジウムに付随した「公共イメー
ジ向上」のための新聞広告が届いています。

〇在京会員増強セミナーの案内
・2月24日（金）15:00～
・ハイアットリージェンシー東京
・対象者：現・次年度会長

現・次年度会員増強委員長
＊通信〆切 2月3日

〇バギオだより
2017年1月号 vol.58を頂きました。

〇社協だより「こもれび」を頂きました。

〇年賀状を頂きました。(敬称略)
立川青年会議所、エイコー堂、キャテック、武蔵野女子学院、

石川G補佐、北多摩西部消防署、オクトン、カオルデザイン

幹事報告 嶋田 哲男 幹事

司会 佐藤 貢 会場運営委員長

〇ロータリーレート 1月
1ドル116円（12月は1ドル106円）

〇手続要覧（2016年度版）必要な方申し出下
さい。

〇例会臨時変更
板橋セントラル 1月20日→移動例会

〇東大和RCより 式典の案内（創立45周年）
・5月23日（火）午後2時
・ハミングホール 小ホール
・1人8,000円
＊東村山RC、武蔵村山RCは全員
登録をお願い申し上げます。

斉 唱

君が代
我等の生業
ソングリーダー
志々田 陽介 会員

四つのテスト 小澤 秀人 会員

来客紹介

〇李 英旗 様
（米山奨学生）

救世軍よりプレゼント→



◇ 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

堀田 弘一郎 会員
半期決算報告

☆内野均会長・嶋田哲男幹事⇒新年明けましておめでとう
ございます。あと半年間会長幹事二人三脚で頑張ります。

李さんようこそいらっしゃいませ。
☆内野均会長⇒あけましておめでとうございます。

誕生日と結婚記念日をお祝いしていただきありがとうご
ざいます。54歳になります。

☆波多野稔会員⇒本年もよろしく。
☆志々田陽介会員⇒お陰様で3年間休むことなく例会出席す
ることができました。これも日頃より優しく接して頂け

る村山ロータリーの皆様のお陰と感謝申し上げます。
又、20回目の結婚月をお祝いいただき誠にありがとうご

ざいます。
☆田中伸彦会員⇒昨年は大変お世話になりました。

本年も宜しくお願い致します。
☆藤野豊会員⇒本年も宜しくお願いします。

皆勤賞ありがとうございます。
☆波多野晃夫会員⇒誕生月を祝っていただきありがとうご
ざいます。最近とみに忘却力が高まり困っています。

☆薄井政光会員⇒誕生月を祝っていただきありがとうござ
います。64歳になり、体力がかなり落ちてきました。

☆宮﨑正巳会員⇒平成29年の仕事始めの1月4日に61歳とな
り、また新しいスタートを切りました。

今年もよろしくお願いします。
☆野島征会員⇒新年お目出度うございます。

本年もよろしくお願いします。

◆ 今回計 ６７,０００円 累 計 ８６３,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 倉内 淳 親睦委員 ）

第７回 全員クラブ協議会

（田中 伸彦 親睦委員長）

☆ 誕生月おめでとうございます。
薄井 政光 会員
宮﨑 正巳 会員
内野 均 会員
波多野 晃夫 会員

☆ 結婚月おめでとうございます。
志々田 陽介 会員
内野 均 会員

＜内野 均 会長＞
・第8回役員会を2/8（水）に開催します。

・多摩分区連絡会に出席してきました。

・12/21（水)クリスマス会に大勢の参加あり
がとうございました。

・2016-2017年度地区大会は2/1（水）、
2/2（木）ホテルニューオータニで開催され
ます。
2/1→会長幹事会、RI会長晩餐会、

ロータリーファミリーパーティー
2/2→12:00登録、当クラブは12:30集合、

18:15より懇親会がありますので出欠
の確認をお願いします。

・東村山RC 創立50周年記念式典
2/23（木）14:00～ パレスホテル立川
登録料5,000円

・東大和RC 創立45周年記念式典
5/23（火）14:00～ ハミングホール
登録料5,000円を集金致します。

・秋川RC「若手の会」
1/27（金）ルピアホール3F(メイキャップ対象)

・親睦旅行の件 ＜田中 伸彦 親睦委員長＞
今回のフィリピンセブ島旅行は残念ながら
中止とさせていただきます。

・新年会 ＜田中 伸彦 親睦委員長＞
1/18（水）18:00～ スナックさちこ

・清水会員より、12月をもって退会届けが提
出され理事会で承認されました。
大変残念ではありますが、ご本人の意思が
固く引き止めは叶いませんでした。
長い間ありがとうございました。

・当クラブ半期の決算報告が堀田会員よりあ
りました。

・会員の皆様におかれましてはセミナー、懇
親会に参加されることもあると思いますが、
セミナーと懇親会は別で考えていただきた
いと思います。

・青少年サッカー、野球大会の開催について 、
経費の状況によりますが特別会計から支援
をいただくかもしれません。

☆ 皆勤おめでとうございます。
藤野 豊 会員 21年
志々田 陽介 会員 3年

【波多野 晃夫 次期会長より】

・17-18年度の組織をそろそろ決
めなければなりません。
役職の声掛けをしますので、皆
様のご協力をお願い致します。

・次年度スケジュール（案）
① ガバナー公式訪問 9 /13(水)
② IM 多摩分区 11/24(火)

フォレストイン昭和館
③ 地区大会 2 /20(火)、2 /21(水)

京王プラザホテル
④ 国際大会 6 /24(土)～ 6/27(火)

カナダトロント 全員クラブ協議会
田中 伸彦 会員
親睦委員報告


