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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

〇「年次基金寄付ゼロクラブ」ゼロを達成
2016～17年度 日本の全てのクラブが年次基
金に寄付

〇2017～18年度 第1回地区研修会の案内
・8月9日（水）14:45～登録開始

15:15～
18:15～懇親会

・ロイヤルパークホテル
・申し込み〆切 8月2日（水）12:00厳守

〇米山記念奨学会より
財団設立50周年事業ワークとして
「ロータリー米山記念奨学会50年のあゆみ」
6月末刊行

・1冊1,800円（限定3,500冊）で領布

〇青少年交換委員会より
・来日学生オリエンテーション及びサマーキャ
ンプの案内
・8月11日（金・祝日）～20日（日）
・コロンビア・インターナショナルスクール
・クラブ負担 100,000円
・7月5日「カウンセラー、ホストファミリー
会議」で配布した資料をグーグルドライブに
保存

〇「若手の会」の案内
・7月24日（月）19:00～
・石川酒造ビール小屋前庭
・会費 7,000円 〆切7月19日（水）

〇社会福祉協議会より
会費団体6口30,000円の納入依頼

〇社協だより「こもれび」第201号を頂きまし
た。

司会 後藤 正次 会場運営委員長

斉 唱

奉仕の理想
ソングリーダー
薄井 政光 会員

来客紹介

〇波多野 永一 様
（多摩分区ガバナー補佐・東京東大和RC）
・一年間よろしくお願いします。

〇金野 眞一 様
（多摩分区分区幹事・東京東大和RC）

・分区幹事として頑張ります。

〇杉本 崇 様
（武蔵村山市商工会青年部部長）

〇薄井 幸春 様
（武蔵村山市観光納涼花火大会実行委員長）

・8/26（土）第39回花火大会を開催します。
いつも協賛、協力ありがとうございます。

本日の例会

四大奉仕委員会活動方針

（R財団・米山奨学）

次回の例会

例会終了後

例会場引越し作業

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２１８２回例会週報】２０１７年７月１２日（水）

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 29名 87.88% な し

〇出席免除会員
比留間 市郎 会員



〇新海 正人 幹事
・7/26（水）例会場、事務局の引越し作業を
予定していますので汚れても良い服装で参
加してください。
・7/5（水）青少年交換留学生カウンセラー、
ホストファミリー会議に参加しました。
地区として10名の受け入れを行います。
皆様のご協力をお願いします。
→田代 和也 会員より
上記会議に参加。日本を知ってもらい
帰国後に日本の良さを伝えてもらうこ
とが趣旨です。ホストファミリーの協
力を4者ほどお願いします。

☆波多野永一様（ガバナー補佐）・金野眞一様（分区幹事）
本年度はよろしくお願いします。

☆波多野晃夫会長・新海正人幹事⇒多摩分区ガバナー補佐
波多野永一様、分区幹事 金野眞一様ようこそお越し下さ

いました。1年間どうぞ宜しくお願いします。商工会青年
部の皆様ようこそ。
☆田代和也会員⇒妻 美幸の誕生日にステキなお花をありが

とうございました。また、波多野会長、新海幹事一年間
宜しくお願い申し上げます。

☆内野均会員⇒波多野ガバナー補佐、金野分区幹事ようこ
そいらっしゃいました。1年間がんばって下さい。青年部

の杉本くん、薄井くん花火大会がんばって下さい。
☆田中伸彦会員⇒波多野ガバナー補佐、金野分区幹事 一年

間宜しくお願いします。青年部の皆さん花火大会頑張っ
て下さい。

☆見延壽昭会員⇒波多ガバナー補佐様、金野分区幹事様。
今年度一年間楽しくおすごし下さい。
☆齊藤孝喜会員⇒毎日暑く成りました。ガバナー補佐 波多

野様、分区幹事 金野様。本日ありがとうございます。
商工会青年部様今後共宜敷くお願い致します。

☆倉内淳会員⇒波多野ガバナー補佐、金野分区幹事、本日
はようこそいらっしゃいました。1年間御指導宜しくお願

いします。商工会青年部より杉本様 薄井様いらっしゃい
ませ。よろしくお願いします。

☆野島征会員⇒波多野ガバナー補佐、金野分区幹事ようこ
そお出下さいました。本年度御指導宜しくお願いします。
商工会青年部の方々暑さが厳しいので頑張って下さい。

☆藤野豊会員⇒波多野ガバナー補佐、金野分区幹事一年間
ご指導お願い致します。

☆堀田弘一郎会員⇒波多野様、高校時代骨折を治して頂き
ありがとうございました。

金野様、総代会ではお世話になりありがとうございます。
☆佐藤貢会員⇒武蔵村山市商工会青年部 杉本部長、第39回

武蔵村山納涼花火大会 薄井実行委員長、本日はようこそ
いらっしゃいました！！花火大会頑張って下さい。

◆ 今回計 ５２,０００円 累 計 １７６,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 佐藤貢 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

委員会報告

各小委員会の委員長から発表

◆親睦委員会 比留間 一 義 委員長
会長方針に基づき親睦により会員並びに家
族の更なる友好を深め、RCへの理解を深め、
多くの人に楽しんでもらえる企画を考え活
動します。
①納涼会
②クリスマス会
③新年会
④親睦旅行（国内、被災地等）
⑤最終例会の実施を検討しています。

◆会員組織・情報委員会 内野 均 委員長
・会員組織
組織基盤を強化するために、新会員の勧誘
を行い、共に学び地域、社会と調和した奉
仕活動を行う仲間を集い、クラブの活性化
を図ります。会員の紹介をお願いします。
・情報委員会
会長方針の「共に学び、そして実践しよう」
を念頭に各種勉強会を行い、会員に情報を
提供していきます。また、地域社会に対し
て当クラブの奉仕事業をアピールしていき
ます。

◆クラブ会報委員会 田代 和也 委員長
文字を大きくするなど読みやすい紙面を作
成していきます。また、季節に合わせた写
真も掲載していきます。

◆プログラム委員会 宮崎 茂夫 委員長
例会を通じてプログラムの月間テーマに基
づいて活動します。9月と1月にリーダーシッ
プ研修を実施します。また、親睦委員会や
五大奉仕委員会と連携していきます。
TRCは今年度武蔵村山RCが担当ですのでよ
ろしくお願いします。

◆会場運営委員会 後藤 正次 委員長
例会場、事務局の引越しのご協力をお願い
します。

◆クラブ奉仕委員会 倉内 淳 委員長
クラブ奉仕委員会では会長方針の「共に学
び、そして実践しよう」の「共に学び、」
の部分を充実させていきたい。
・地区研修協議会におけるクラブ奉仕部門の
活動方針は
①地区内のすべてのクラブが、より「強
いクラブ」になるための戦略計画立案
のお手伝い
②クラブにおける積極的なIT活用の推進
③公共イメージ向上についての強化・手
法の変更が掲げられています。
・クラブ自己評価の資料が来てるので
今後紹介します。
・IT担当の設置依頼があり、会長より、
わたくし倉内がご指名を受けました。
・マイロータリーへの登録は当クラブ
で現在4名（登録率12％）おり必要な
方は登録方法について聞いて下さい。

卓 話幹事報告 新海 正人 幹事

〇例会臨時変更
東京臨海東RC
（年間変更です。メーキャップへ行か
れる方は事務局へ問い合せ下さい。）

〇東京東大和RCより
創立45周年式典の写真集とDVDを頂きまし
た。

【クラブ奉仕委員会活動方針】


