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「共に学び、そして実践しよう」

点 鐘 波多野 晃夫 会長

会務報告 波多野 晃夫 会長

会務報告続き…
〇2016-17年度地区DDF（地区財団活動資金）の収支報告書が
届いています。

〇クラブの活動が新聞・ネットニュースに掲載された場合、
その記事をガバナー事務所へ送って下さい。

〇地区ローターアクトより地区年次大会の礼状が届いてい
ます。

〇バギオだより2017年7月を頂きました。

〇地区大会の事前連絡
・日時（案）2018年2月20日（火）

15:00～会長、幹事会
18:00～RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
2月21日（水）
11:00～新入会員昼食会
13:00～本会議
18:15～懇親会

・会場 京王プラザホテル

〇武蔵野女子学院よりニュースレター№30を頂きました。

〇委嘱状が届いています。
田中会員、比留間孝司会員、野島会員、宮﨑茂夫会員

幹事報告 比留間 一義 副幹事

司会 後藤 正次 SAA会場運営委員長

〇ロータリーレート 7月 1ドル111円（6月は110円でした）

〇事務局移転の案内
・東京御苑RC（2017年7月3日(月)）より
新住所 〒160-0023

新宿区西新宿3-7-33ミツワバイナリー1F
＊電話、FAX、メールの変更はありません。

〇例会臨時変更（年間変更のためクラブ名のみ）
東京リバーサイドRC、東京城北RC、東京豊島東RC、東京城東RC
東京東江戸川RC、東京葛飾東RC、東京江戸川中央RC

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー
倉内 淳 会員

四つのテスト 野島 征 会員

来客紹介

〇朴 信喜 様（米山奨学生）
現在、課題の製作に取り組んでいます。
1月は展示会があるので観に来て下さい。

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 26名 90.32% な し

〇事前メーキャップ
新海正人 会員、田代和也 会員（青少年交換ホストファミリー）

〇出席免除会員
比留間 市郎 会員、榎本 昭 会員、宮崎 恒夫 会員

本日の例会

クラブ奉仕委員会
各小委員会活動方針

次回の例会

四大奉仕委員会活動方針
（R財団・米山奨学）

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２１７８１回例会週報】２０１７年７月５日（水）

木槌の譲り渡し

〇2020～21年度ガバナー（ガバナーノミニーデグジネート）候
補者推薦の依頼
・〆切 9月4日（月）必着
・提出先 地区指名委員会（ガバナー事務所）
・書類①クラブ幹事からの正式な証明書（候補者を推薦する

決議がクラブ例会で採択されたことを証明するもの）

②候補者の略歴とロータリー歴（書式は自由）

（ 嶋田 哲男親睦委員 ）

☆ 誕生月おめでとうございます。
荒井 孝育 会員 野島 征 会員 佐藤 貢 会員
荒井 孝育 会員夫人 章子さん
田代 和也 会員夫人 美幸 さん
波多野 稔 会員夫人 より子 さん
篠原 幸宏 会員夫人 裕美 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
荒井 孝育 会員

☆ 皆勤おめでとうございます。
比留間 孝司 会員 8年 見延 壽昭 会員 42年
宮﨑 茂夫 会員 9年 野島 征 会員 15年



☆波多野晃夫会長・新海正人幹事⇒内野会長、嶋田幹事1年
間のお骨折りありがとうございました。今年度は波多野、

新海コンビで頑張ります。
皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。

☆内野均会員⇒最終例会も無事終り、一年間皆様には大変
お世話になりました。波多野新会長にバトンを渡しまし
たので今期1年間頑張って下さい。米山奨学生の朴さんよ

うこそ。この間はボーリング大会ご苦労様でした。
☆野島征会員⇒誕生月をお祝い頂き有難度うございます。

又14年皆出席をする事が出来ました。
有難度うございます。

☆荒井孝育会員⇒結婚月、誕生月、妻誕生月お祝いありが
とうございます！

☆波多野稔会員⇒妻の誕生日を祝って頂きありがとうござ
います。
☆見延壽昭会員⇒皆様のお陰様を持ちまして43年の皆出席

だそうです。健康であった事を嬉しく思います。
☆比留間重次会員⇒波多野晃夫会長、新海幹事、本年度よ

ろしくお願いします。
☆嶋田哲男会員⇒波多野晃夫会長、新海正人幹事今年一年

宜しくお願いします。
☆倉内淳会員⇒波多野会長、新海幹事、新年度のスタート

おめでとうございます。1年間宜しくお願いします。
☆田中伸彦会員⇒波多野会長、新海幹事一年間宜しくお願

いします。頑張って下さい。
☆佐藤貢会員⇒今年も誕生月を迎える事が出来ました。来
年も頑張りますので宜しくお願いします。

波多野会長、新海幹事1年間宜しくお願いします。
☆比留間孝司会員⇒波多野晃夫会長、新海正人幹事1年間宜

しくお願い致します。皆勤を頂きありがとうございます。
☆木内敬三九会員⇒波多野会長、新海幹事今年一年宜しく

お願いします。
☆金井一三会員⇒波多野会長一年間宜しくお願い致します。

私も入会してようやく一年が経ちました。
これからもご指導宜しくお願い致します。

☆酒寄好夫会員⇒波多野晃夫会長、新海正人幹事今年一年、
共に頑張りましょう！！
☆藤野豊会員⇒波多野会長、新海幹事本日より船出です。

1年間ご指導お願いします。
☆篠原幸宏会員⇒妻の誕生日を祝って頂きありがとうござ

います。新年度も宜しくお願いします。
☆比留間一義会員⇒波多野新会長、新海新幹事1年間よろし

くお願いします。
☆宮﨑正巳会員⇒新しい委員会での活動で面くらっていま

すが、メンバーの皆さんには宜しくお願い致します。
1年間お世話になります。
☆宮﨑茂夫会員⇒今日から新年度。波多野会長、新海幹事

よろしくお願い致します。また皆出席9年、お陰様で達成
出来ました。ありがとうございました。

☆薄井政光会員⇒波多野会長、新海幹事今年一年宜しくお
願いします。

☆志々田陽介会員⇒本日より新年度となります。
波多野会長、新海幹事1年間どうぞ宜しくお願いします。

◆ 今回計 １２４,０００円 累 計 １２４,０００円

ニコニコＢＯＸ （志々田 陽介 親睦委員 ）

◇ 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 波多野 晃夫 ◎ 幹 事 新海 正人 ○ 副会長 倉内 淳 ○ 副幹事 比留間 一義
□ クラブ会報委員長 田代 和也 副委員長 篠原 幸宏 委 員 堀田 弘一郎 宮﨑 正巳 金井 一三 遠田 努

第１回 全員クラブ協議会

議事
○報告事項
6月21に最終例会が開催されました。あいにく雨でしたが、
青山サバティーニの食事、ミミック東京での物まねショー
とても良かったです。親睦委員会の皆様、素晴しい企画
ありがとうございました。

○協議事項
◆納涼会について（比留間 一義 親睦委員長）
高尾山ビアマウントでの夜間例会及び納涼会
8/23（水）西武信用金庫16:00出発、18:00～20:00
◆ガバナー公式訪問について（波多野 晃夫 会長）
・日時 9月13日（水）
10:30～11:15 会長・幹事との打ち合わせ
11:15～12:15 クラブ協議会
12:30～13:30 例会

・訪問者 4～5名
・ガバナー、地区幹事（地区副幹事）
・ガバナー補佐、分区幹事（最初の打ち合わせから）
◆クラブ協議会の内容
・各クラブの考えで進めたい
・RI会長のテーマ、地区のキーワード、行動指針を理解
の上、五大奉仕委員会及びロータリー財団、米山奨学
事業、会員増強の8部門の範囲内で、クラブの取組みを
発表されたい、とのこと
◆会場のレイアウト
・クラブ協議会
・例会
◆協議結果
・発表者、内容
・レイアウト
・詳細は次回理事会で再度協議したい

○観光納涼花火大会協賛について（比留間 一義 副幹事）
前年度実績 花火大会10万円、社協会費3万円
○その他
・地区補助金PJの件
・比留間市郎会員の出席免除の措置について（波多野会長）
・事務局の移転について
7月の最終例会終了後、速やかに準備及び移転をしたい
具体的な日程が確定次第お知らせしますのでご協力を
8月からは、新例会場で開催したい

○7月のプログラム
12日 クラブ奉仕委員会 各小委員会の活動方針
19日 四大奉仕委員会の活動方針（R財団、米山奨学）
26日 イニシエーションスピーチ（高山・荒井会員）

○規定審議会への提案について
地区立法案検討委員会の鈴木孝雄委員長から、提案され
たい旨お願いがありました。

委員会報告

〇ゴルフ部 比留間 一義 部長
引き続き新年度も部長に就任しましたの
で宜しくお願いします。
部費のお支払いをお願いします。

2016～2017年度年間皆勤者

藤野 豊 会員、原田 友義 会員、
波多野 晃夫 会員、倉内 淳 会員
比留間 孝司 会員、内野 均 会員
見延 壽昭 会員、宮﨑 茂夫 会員
野島 征 会員、佐藤 貢 会員
田中 伸彦 会員

～ 波多野 晃夫 会長挨拶 ～

皆さん、こんにちは。只今、木槌を譲り受け、責任の重さ
をひしひしと感じております。
いよいよ17～18年度がスタートしました。先ずは、前年の
内野会長、嶋田幹事をはじめ、理事、役員の皆様には、1年
間クラブや会員の為にご尽力をいただき、誠にありがとう
ございました。心から感謝と敬意を表します。本年度の理
事、役員の皆様には、1年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。私は、理事、役員の皆様のお助けをいただき、当クラ
ブの会長として、力の及ぶ限り、実務を重んじ、クラブ定
款の趣旨に則り、任務にあたることを誓います。 会長方
針については、ライズリーRI会長のテーマ、吉田ガバナーの
キーワードの趣旨を踏まえ、縁あって巡り合った会員同士、
「楽しい」をキーワードに、「共に学び、そして社会の役
になることを実践してゆきましょう」です。
これらが、よく具現化されることを大いに期待いたします。


