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【第２１７４回例会週報】

青少年卓話
東大和ＲＣ45周年

5/23

司会 堀田 弘一郎 会場運営委員

点 鐘 内野 均 会長

会務報告 内野 均 会長

会務報告続き…

〇青少年交換来日学生決定通知
・Sargio PINILLA LOPEZ
＊読み方は学生来日後本人に確認して下さい。

・男
・スペイン/D2202
・受入校 明治学院東村山高等学校
・担当地区委員
大山剛（東京福生RC） 藤本誠（東京東久留米RC）
＊7月に受入クラブカウンセラーとホストファミリーのオ
リエンテーションを予定しています。

〇「青少年奉仕ガイドブック」発行の連絡
・ガイドブック（ＰＤＦ）
・アンケート集計結果（Excel 3シート）

〇バギオだより 2017年5月号が届いています。

〇ローターアクト地区大会
登録・振込は5月12日までに延長

〇東京ＲＣより
「東北すくすくプロジェクト」協力依頼が届
いています。

〇第2回地区ワイン同好会の案内
5月24日（水）6:30～ 「JET STREAM」

〇クリーン作戦実施 協賛参加の依頼が届いて
います。5/28

〇武蔵野女子学院より
NEWS LETTER及び国際交流コース特集を頂
きました。

幹事報告 嶋田 哲男 幹事

〇例会場臨時変更（江戸川ＲＣ）
・2017年7月10日～9月4日
グリーンパレス5F「孔雀の間」

〇例会場変更及び例会日変更（東京御苑ＲＣ）
・2017年5月11日より6月までは
第2、第4木曜日

・7月より
第2、第3、第4木曜日

・京王プラザホテル 19時～

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー 志々田 陽介 会員

四つのテスト 木内 敬三九 会員

来客紹介

〇朴 信喜 さん
ぱく しん ひ

（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 25名 81.25% な し

〇事前メーキャップ
田代 和也 会員（青少年交換委員会）

〇出席免除会員
比留間 市郎 会員

〇青少年奉仕月間 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5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⇒パク・シンヒさんようこそ
いらっしゃいませ。

1年間期待していますので頑張って下さい。
☆嶋田哲男幹事⇒妻の誕生日を祝って頂きありがとうござ

います。
☆原田友義会員⇒結婚記念日と妻の誕生日を祝っていただ
きありがとうございます。

☆波多野稔会員⇒本日の結婚記念日祝っていただき有難う
ございます。

☆堀田弘一郎会員⇒誕生月お祝いありがとうございます。
引き続きご指導よろしくお願いいたします。

☆後藤正次会員⇒妻と共に誕生月を祝っていただきありが
とうございます。

☆見延壽昭会員⇒会場で結婚記念日をおしえてもらいまし
た。忘れておりました。ありがとうございました。

◆ 今回計 ４５,０００円 累 計 １,２４７,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 倉内 淳 親睦委員 ）

第１１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。
後藤 正次 会員 堀田 弘一郎 会員
後藤 正次 会員夫人 のりみ さん
原田 友義 会員夫人 和代 さん
嶋田 哲男 会員夫人 京子 さん
比留間 市郎 会員夫人 保代 さん
高山 晃一 会員夫人 幸江 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
原田 友義 会員 波多野 稔 会員
見延 壽昭 会員

【報告事項】
・4月1日（土）恒例となりました比留間市郎会員宅にて
の観桜会を開催いたしました。桜は咲いていませんで
したが、出席者は美味しい肉・カキ・エビなどを食べ、
桜の事はどうでもいい…美味しいものを食べ、楽しい
会話で親睦を深めた会となりました。
・4月12日（水）例会にて波多野晃夫副会長より次年度
会長方針の発表があり、いよいよ当クラブの新しい年
度が始まる音が聞こえて来ました。
クラブテーマは「共に学び、そして実践しよう」
・4月17日 地区協議会がハイアットリージェンシー東京
にて行われました。
・第6回現・次年度合同多摩分区連絡会に4月14日（金）
～4/15（土）会長、幹事、副会長、副幹事、地区委
員の倉内地区職業奉仕委員、田中地区青少年副委員長、
野島地区ローターアクト委員計7名にて出席しました。
ホストクラブは東京福生ＲＣでガバナー補佐の挨拶に
始まり加羽澤分区幹事の司会のもと会が進行しました。
会議の始めに次年度小峰博昭副幹事・次年度波多野永
一ガバナー補佐・次年度金野眞一分区幹事のご挨拶を
頂き次年度クラブ会長・幹事の紹介並びに挨拶。
議事の議題は
①ガバナー補佐現況報告
②各クラブ会長・幹事報告
③地区委員報告
閉会の言葉は東京福生ＲＣ齋藤文人幹事が行い会は順
調に終了し、懇親会へと続き、2次会まで多くの人と
親睦を深める事が出来ました。
・4月19日（水）次年度事業計画 夜間炉辺が平成の間で
行われました。会長、副会長、幹事、副幹事のご挨拶
に始まり、各委員会に分かれて次年度会長方針に則っ
た事業計画作成にあたり、協議を行いました。
熱のこもった協議の後は懇親会で更なる親睦を深め合
い、次年度への各会員の期待が高まりました。

【協議事項】
①最終例会の件（全員登録）
「日帰り 東京めぐり」
日 時：2017年6月21日（水）AM9:00～
西武信金出発～昼食（青山・イタリアン サバティー
ニ）～観光～コロッケものまねショー（麻布・ミミッ
ク東京）～西武信金着
②青少年奉仕委員会
「東京武蔵村山ＲＣ杯 東西対抗少年野球大会」
日 時：2017年5月28日（日）予備日 6月4日（日）
※雨天中止の判断は当日7時決定連絡網で回します
開催場所 総合運動場 第3グラウンド
開会式 8時45分～
始球式 9時15分～
第一試合 4年生の部 9時20分～
第二試合 5年生の部 11時10分～
第三試合 6年生の部 13時～
閉会式 15時～
会員集合時間 8時15分 ※特に準備はありません。
打ち上げ 五色本店 17時30分～ 会費 7,000円
③若手の会の件
「第17回 多摩分区有志ＲＣ若手の会 開催のご案内」
今月も多摩地域の若手経営者の交流と若手会員の親睦
の場として若手の会を開催しますので多くの多摩分区
若手会員とＲＣへ入会しようと思っている方、交流を
求めている若手経営者様のご参加をお待ちしておりま
す。なお今回は国際ロータリー2580地区ガバナー上
山昭治様をお招きして卓話していただきます。
日 時 平成29年5月19日（金）19時より
場 所 Tachikawa Dining HANABI

（立川駅北口駅徒歩1分）
立川市曙町2-6-10 ナカムラビル6Ｆ
TEL 042-595-6196

会 費 10,000円
＊服装は親睦交流会が趣旨でロータリアン以外のゲス
トも参加のため正装ではなくカジュアルでのご参加ご
了承願います。
④例会場の件 8月頃～ 西武信金堀田支店長より
当クラブの例会場が8月頃より建て替により使用でき
なくなり、代わりの例会場をさがしております。
クラブメンバーの会社等良い場所教えて頂ければと思
います。ご協力お願い致します。

委員会報告

〇米山奨学 比留間 孝司 委員
米山奨学生 朴信喜さん4月からスタートします。
1年間よろしくお願いします。（米山奨学金贈呈）

〇波多野 晃夫 次年度会長・新海正人 次年度幹事より ・
第1回多摩分区連絡会のご案内
日 時：2017年6月2日（金）

会議 午後4時～ 懇親会 午後6時～
場 所：BIG BOX東大和
会 費：一名7,000円
出席者：ガバナー補佐・分区幹事・会長・幹事・

地区委員（全員の出席をお願い致します）事務局
議 題
1）各クラブ会長・幹事
自己紹介と会長テーマ

2）各地区委員自己紹介と地区委員会の方針
3）分区連絡会の協議内容及び進め方


