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【第２１７０回例会週報】

～ 次年度方針 ～

波多野 晃夫 次年度会長
～ 炉辺会 ～

点 鐘 内野 均 会長

会務報告 内野 均 会長

会務報告続き…

〇グローバル補助金プロジェクト申請書が届いてい
ます。＊申請書、一般的条件、申請書記入良い例等

〇米山梅吉記念館より賛助会員募集、春季例祭の案
内を頂きました。
Ｈ29年4月22日（土）14:00～ 米山記念館ホール

〇「地区納め会」の案内
・6月21日（水）18:00～
・ハイアットリージェンシー東京

〇「市民まつり」実行委員選出の依頼が届いていま
す。1名以上最大4名 4月14日迄に！！

〇「若手の会」の案内
・4月21日（金）19時より
・和風「潮」東秋留駅徒歩1分 4月12日迄に

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4月 1ドル116円（現行通り）

〇東京御苑ＲＣより
・例会場変更（5月より）京王プラザホテルへ
・例会変更（月2回）にしてどうだったか？の感想
（月2回実施には全員賛成だったが実施してみて2回で
は不十分と認識 新年度より月3回へ変更）

〇次年度地区ゴルフ決勝大会
2017年11月8日（水）
武蔵カントリークラブ豊岡コース

斉 唱

君が代
それでこそロータリー
ソングリーダー 小澤秀人会員

四つのテスト 比留間 一義 会員

来客紹介

〇東京福生ＲＣより
木下邦彦様 高澤秀明様 鳥居徹也様
宮﨑慶男様 梶 卓朗様 高橋美穂様

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

33名 25名 75.76% 93.55%→96.77%

〇メーキャップ 第2168回例会
原田友義会員（東大和ＲＣ）

〇コーディネーターNEWS 2017年4月号が届いてい
ます。

〇4月の月間「母子の健康月間リソースの案内」が
届いています。

〇ＲＩ日本事務局より「財団NEWS」が届いていま
す。

○ゴルフ部 （比留間一義会員より）
・今年度2回目のゴルフを6月6日（火）に飯能グリー
ンにて開催します。

○次年度幹事 （新海会員より）
・4月19日（水）18時より平成の間にて「炉辺会」
を行います。出欠の確認をお願いします。
・4月17日（月）地区研修・協議会の人数確定をし
たいのでお願いします。

○第6回多摩分区連絡会 （内野会長より）
・4月14日（金）、4月15日（土）に第6回多摩分
区連絡会が行われます。
15日（土）には親睦ゴルフコンペが境川カント
リー倶楽部で開催されます。

委員会報告



◇ 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

☆宮﨑慶男様（東京福生ＲＣ）本日はお邪魔します。

☆内野均会長・嶋田哲男幹事⇒福生ＲＣより6名のご出席あ
りがとうございます。

☆波多野晃夫会員⇒東京福生ＲＣの皆様ようこそお越しく
ださいました。

☆倉内淳会員⇒妻の誕生日を祝っていただきありがとうご
ざいます。7年の皆勤をいただきました。ありがとうござ
います。これからもよろしくおねがいします。

福生ロータリーの皆様ようこそいらっしゃいませ。
楽しんでいって下さい。

☆野島征会員・宮﨑茂夫会員・齊藤孝喜会員⇒東京福生Ｒ
Ｃの皆様ようこそおいで下さいました。公式、非公式で

お世話になっております。これからも仲良くして下さい。
☆志々田陽介会員⇒嫁の誕生月をお祝い頂き誠にありがと

うございます。ロータリーのお陰で誕生日を忘れること
なく、夫婦円満を保つことができ感謝申し上げます。
☆藤野豊会員⇒東京福生ＲＣ木下さんはじめ6名のロータリ

アンの皆様ようこそいらっしゃいました。
☆比留間一義会員⇒福生ロータリーのみなさんようこそお

いで下さいました。
誕生月を祝っていただきありがとうございます。

☆篠原幸宏会員⇒誕生日と結婚月のお祝いありがとうござ
います。

先日の観桜会は家族で参加させていただき楽しい時間が
過ごせました。娘の体調もすっかり良くなりました。

☆田中伸彦会員⇒入会以来16年皆勤する事ができました。
イコール56歳になるんだなあ～と感じました。
また本日は福生ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいました。

☆榎本昭会員⇒ＲＣは親切な所です。忘れていた結婚記念
日を想い出させてくれます。

☆比留間孝司会員⇒福生ＲＣより木下邦彦様、高澤秀明様、
鳥居徹也様、宮﨑慶男様、梶卓朗様、高橋美穂様 本日は

ようこそお越し下さいました。

◆ 今回計６０,０００円 累 計 １,１７３,０００円

第１０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。
比留間 一義 会員 篠原 幸宏 会員
倉内 淳 会員夫人 泰枝 さん
木内 敬三九 会員夫人 智楓 さん
志々田 陽介 会員夫人 珠緒 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
榎本 昭 会員 篠原 幸宏 会員

1）報告事項（内野会長より）
①少年サッカー大会について
3月4日（土）真如苑芝生グラウンドにて開催さ
れ卒業記念で小学生全員にメダルを配布しまし
た。今後、継続していくかは検討していきます。
②地区研修会について
3月6日（月）2016～2017年度RDI2580第4回地
区研修会がハイアットリージェンシー東京で開
催され、波多野晃夫副会長が参加しました。
③TRC合同例会について
3月14日（火）TRC合同例会が東京東大和ＲＣの
ホストにより、BIG BOX東大和にて開催されまし
た。石川ガバナー補佐による石川酒造に残る日
記歴史の卓話を聞き、アトラクションもあり有
意義な時間が過ごせました。
④合同多摩分区連絡会について
4月14日（金）～4月15日（土）2016～17年度
第6回現・次年度合同多摩分区連絡会が石和で開
催されます。現年度の会長・幹事と次年度の会
長・幹事、地区役員、事務局で参加します。

2）協議事項（内野会長より）
①ジュニア野球大会について
〔主催〕武蔵村山ＲＣ
〔主管〕武蔵村山少年野球連盟
〔趣旨〕少年期のこどもたちの健全なる心身の

発達を願い、普段とは違うチームの選
手とともに競い戦うことでチームプレー
やマナーを学び、そしてなにより、
野球を楽しみ愛する気持ちを育むこと
を趣旨とします。チームプレーをする
子供たちを通して、指導者ならびに保
護者たちの交流と親睦を深め、より高
いレベルでの選手育成を目指すことも
目的とします。

〔内容〕大会日 5月28日（日）
予備日 6月4日（日）
球 場 総合運動場 第三グラウンド
第1試合
【4年生の部】9時20分から11時00分
第2試合
【5年生の部】11時10分から12時50分
第3試合
【6年生の部】13時00分から14時40分
開会式 8時45分から

（会員集合時間8時15分）
閉会式 15時から

〔その他〕
・4、5、6年生それぞれ東軍15名、西軍15名
に分かれて7イニング100分にて試合を行い
ます。
・表彰は各部団体表彰…優勝、準優勝（発表
のみ）、各部個人表彰…最高殊勲選手賞、
敢闘賞（表彰状、トロフィー授与）

・現在、来賓依頼とJCOM依頼を行っています。
・昼食ありで、大会後は五色にて懇親会を予
定しています。
・子供たちの怪我等対応の確認、記念品は全
員に配布を予定しています。

②親睦旅行について
出席可能人数が6名と少なかったので中止をしま
す。6月の最終例会と合わせて日帰りで親睦旅行
の実施を検討しています。
最終例会は6月21日（水）を予定しています。

ニコニコＢＯＸ （ 倉内 淳 親睦委員 ）

☆ 皆勤おめでとうございます。
原田 友義 会員 20年
倉内 淳 会員 7年
田中 伸彦 会員 16年


