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【第２１６５回例会週報】

少年サッカー大会3/4(土)

真如苑芝生グラウンド

ＴＲＣ

3/14 ホスト東大和ＲＣ

点 鐘 内野 均 会長

会務報告 内野 均 会長

会務報告続き…

〇クラブホームページ充実のお願いが届いてい
ます。（ホームページの適宜のアップデートを！！）

〇第22回国際ロータリー日本青少年交換研究
会・米子会議の案内
・5月13/14日
・米子コンベンションセンター（鳥取県米子市）
・ロータリアン10,000円
＊申し込み〆切 3月17日
（希望の方は事務局へ申し出下さい）

〇「ロータリー財団 年次寄付への寄付ゼロク
ラブをゼロにする」

（2580地区では4クラブが0です。当クラブが該当し
ます。寄付よろしくお願い致します）

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
3月 1ドル116円（現行通り）

〇例会臨時変更
・東京東江戸川ＲＣ
3/14→13日 江戸川ＲＣとの合同例会
3/21→通常例会

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー
堀田 弘一郎 会員

四つのテスト 新海 正人 会員

来客紹介

〇李 英旗 様
（米山奨学生）

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

33名 26名 81.82% な し

〇事前メーキャップ
比留間 孝司 会員（地区米山委員会）

委員会報告

〇青少年奉仕委員会 木内 委員長 より
今週3月4日（土）少年サッカー大会が開催
されます。
天気は快晴の予定。8:30集合となります。
緑のジャンパーの確認と、革靴で来ないよ
うにお願いします。
閉会15:30、懇親会は五色にて17:00より。

〇ゴルフ部 田中 会員 より
来週3月8日（水）千葉カントリー 野田コー
スにて東村山と合同のゴルフコンペを開催
します。5時波多野晃夫会員自宅前に集合、
時間厳守、ジャケット着用でお願いします。

〇コーディネーターNEWS 2017年3月号が
届いています。



◇ 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⇒李さんようこそ！！
スピーチ楽しみにしています。

☆倉内淳会員⇒結婚記念日を祝っていただきありがとうご
ざいます。毎年お花が届くので助かります。

☆宮﨑茂夫会員⇒女房殿の誕生日にいつもお花をいただき
ありがとうございます。
☆藤野豊会員⇒誕生月を祝っていただき有難うございます。

☆酒寄好夫会員⇒結婚月を祝っていただきありがとうござ
います。49回目になります。

☆金井一三会員⇒誕生日を祝って頂きありがとうございま
す。50年後も祝って頂けるように健康に気を付けてがん

ばりますので皆様もお身体ご自愛下さい。
☆田中伸彦会員⇒先週の西武会でゴルフでベスグロ優勝し

ました。西武会2連覇です。
堀田支店長いつもありがとうございます。

☆原田友義会員⇒誕生月を祝っていただきありがとうござ
いました。（2月分）

◆ 今回計３８,０００円 累 計 １,０８３,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 倉内 淳 親睦委員 ）

第９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。
藤野 豊 会員 齊藤 孝喜 会員
金井 一三 会員
宮﨑 茂夫 会員夫人 延枝 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
酒寄 好夫 会員 倉内 淳 会員

１）報告事項
① 2月1日・2日ホテルニューオータニにて国際ロータリー
第2580地区 地区大会が東京上野ＲＣのホストで大野会
長、園部実行委員長のもと開催されました。1日は廣畑
富雄ＲＩ会長代理をお迎えし研修会の後、歓迎晩餐会
を行い、当クラブより、会長である私と嶋田幹事、地
区より田中会員、比留間孝司会員の4名で参加しました。
2日は地区大会本会議が行なわれ多くの皆さんに来て頂
きました。上山ガバナー2016～17年度のモットー「出
会いを大切に」をテーマにしたご挨拶を頂き、その後
森永卓郎氏を講師に迎え「今何がおこっているのか？
世界経済と日本経済」をテーマに記念講演が行われ、
その後懇親会という流れで終了しました。
② 2月14日多摩分区連絡会が東京青梅ＲＣがホストで行
われました。
③ 2月16日19時から秋川の割烹料理「海山」にて若手の
会がありました。毎月秋川ＲＣの齊藤様が主催で開催
しておりますが、この会で新入会員を誘い、多くの会
員が入会しております。若手と言ってもそこそこの年
齢の方もいらっしゃるので興味のある方は是非、メー
キャップで例会出席にもなりますのでご参加下さい。
④ 2月23日、東京東村山ＲＣ創立50周年式典がパレスホ
テル立川にて行われました。当日は多くの会員で賑わっ
ており、記念講演は小澤秀瑛パストガバナーを講師に
「日本のロータリーは現状でいいのか」というテーマ
で行われました。その後の懇親会では着席スタイルで
コース料理をいただき総勢約300名の人数で盛大に開催
されました。

２）協議事項
①親睦委員会よりクラブ親睦旅行について
田中 委員長 より
＊クラブ親睦 海外旅行（全員参加）
・実施日
2018/5/12（金）～14日（日）2泊3日

・場所 グアム島
・参加予定数 15名
・旅行費用(15名×＠￥110,000)￥1,650,000
親睦委員会予算より￥150,000 合計￥1,800,000
・食事代、観光費用、ゴルフ代、飲み物代、その他
費用別途、一人部屋追加代金￥30,000、朝食ミー
ルクーポン＠￥3,300、滞在中乗り放題バスチケッ
ト￥2,100、ビジネスクラス追加代金￥40,000（最
安運賃に空席がある場合）

②ジュニアサッカー大会の最終確認について
内野 会長 より
ジュニアサッカー大会について木内青少年奉仕委員
長より最終確認と報告がありました。日程は3月4日
（土）メンバー8時30分集合、開会式9時より。キッ
クオフ10時を予定。場所は真如苑芝生グラウンド。
又、閉会式は15時予定。尚、荒天の場合を除き基本
的には決行。（中止連絡は朝7時までにクラブ連絡網
にて）予備日としては3月5日（日）前日夕方、机、
椅子等の備品を比留間市郎宅より搬出。閉会後の当
クラブ打ち上げは17時より、五色本店にて。
当日2/8より市長、市議会議長、体育協会会長等への
招待、又、参加出欠等の確認を始める旨報告があり
ました。詳細は当日式次第、又、タイムスケジュー
ル役割分担表を参照ください。
③ジュニア野球大会について
内野 会長 より
木内青少年奉仕委員長より起案及び経過報告があり
ました。日程は5月28日（日）開会式は8時45分より。
第一試合9時20分開始を予定。又、閉会式は15時予
定。場所は総合運動場第3グラウンド。予備日は6月4
日（日）参加予定数は150名を予定。青少年奉仕委員
会予算を16万円使用し、施設/備品、記念品、弁当代、
賞状代等に割り当てる旨説明があり承認されました。
④観桜会について
内野 会長 より
田中親睦委員長より起案及び説明がありました。
日程は4月1日（土）11時より概ね14時まで。会場は、
例年通り比留間市郎会員宅。参加予定数は40名を予
定。会員登録料は￥3,000/人とし×30名、親睦委員
会予算より￥30,000を使い合計￥120,000にて食材、
飲み物等を用意する旨説明があり承認されました。

⑤地区ゴルフ大会参加費補助について
内野 会長 より
ゴルフ部（田中会員）より地区ゴルフ大会への参加
についてクラブより参加費補助の要請があり、プレー
代や登録料、乗り合いのバス代等の費用も掛かり又、
当クラブの代表としての参加であることから、9名の
参加者に対して￥10,000/人にて￥90,000とバス代等
の補填として￥10,000の 計￥100,000の補助を行う
事が承認されました。

３）2017～18年度 組織表について
波多野 晃夫 次年度会長より
先程の理事会にて次年度の理事の選任について協議し
承諾頂きました。その内容はお配りした組織表の通り
です。表左の○◎△がついた方が理事として決定させ
て頂きました。なお、組織については大方が就任につ
いてのご内諾は頂いておりますが、副委員長さん、委
員さんは必ずしも全ての方に承諾頂いたという訳では
ございませんのでご意見もあろうかと思います。ロー
タリーの役員を望んでやる方は少ないと思いますが、
寛容の精神で就任して頂くというのを基本としてお願
いした訳でございますが、中には会員の都合により一
定の配慮はさせて頂きました。そして正副会長、幹事
に相談した結果がお手元に示した通りでございますが、
なおこれでもやっていけないという会員がいらっしゃ
いましたら、意に添えるかわかりませんが調整はした
いと思いますが、概ねこの組織で次年度回して行きた
いと思います。
全会員の特段のご理解をお願い致します。


