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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

〇国際ロータリー日本事務局財団室から「寄付
認証ＲＣの手引」が届いています。

〇ロータリー米山奨学会から「財団設立50周
年記念」の案内が届いています。
多数の御参加を とのことです。

〇コーディネーターニュース8月号が届いてい
ます。

〇第20回多摩分区有志ＲＣ若手の会開催の案
内
・8月24日（木）19:00より
あきる野市 リバーティオ

〇齊藤会員から大家さん
田代会員に「いろいろ
ありがとう」とお煎餅の
詰め合わせを頂きました。

司会 原田 友義 SAA会場運営委員

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー
嶋田 哲男 会員

来客紹介

〇朴 信喜 様 （米山奨学生）

新例会場でごあいさつできることを大変嬉
しく思ってます。
過日、富山県高岡で、
鉢植え体験をしてき
ました。

本日の例会

卓話 ＜ 会員増強 ＞

内野 均 委員長

次回の例会

納涼会

「高尾山ビアマウント」

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２１８５回例会週報】２０１７年８月２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 26名 88.87% な し

〇事前メーキャップ
比留間 孝司 会員 金井 一三 会員
木内 敬三九 会員（東京ＲＣ）

〇出席免除会員
比留間 市郎 会員

四つのテスト 内野 均 会員

～新例会場への引越しが終り～

波多野 晃夫 会長
例会場、事務局引越しの際は、会員のみなさ
ま本当にお疲れ様でした。
特に、ＳＡＡ後藤委員長、新会場オーナー田
代会員にはご尽力を大変ありがとうございま
した。
本日、無事例会が開催することが出来ました。
例会の設営、片付け、駐車場等、今までには
無かったことが新たに加わりますが新会場
で楽しく開催してゆきたいと思います。

新海 正人 幹事
引越しでは、多くの会員のご協力ありがとう
ございました。トラックをご用意いただいた
嶋田会員、倉庫を提供いただいた内野会員、
新会場の田代会員、会員みなさまに感謝申し
上げます。

米山奨学金の授与



☆波多野晃夫会長⇒いよいよ今日から新しい例会場です。
新しい雰囲気に早く馴れ、例会をエンジョイしましょう。

妻、啓子の誕生月を祝っていただきありがとうございま
す。お陰様で皆勤10年を迎えることができました。

☆新海正人幹事⇒誕生日、結婚祝いありがとうございます。
余裕がなく全く忘れておりました。

☆比留間一義会員⇒妻の誕生日をお祝いいただきありがと
うございます。
☆嶋田哲男会員⇒57年、あっと言う間です。

お祝いありがとうございます。
☆田中伸彦会員⇒誕生日を祝っていただきありがとうござ

います。もう56かぁって感じです。
☆宮﨑茂夫会員⇒新例会場での例会おめでとうございます。

8月7日で69才になります。
誕生日を祝っていただきありがとうございました。

☆後藤正次会員⇒結婚月を祝っていただきありがとうござ
います。

◆ 今回計 ５０,０００円
累 計 ２８０,０００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

幹事報告 新海 正人 幹事

〇8月のロータリーレート
1ドル111円

委員会報告

〇ゴルフ部 比留間 一義 部長
・10／5（木）昭和の森ゴルフコース
第14回 市民チャリティーゴルフ大会のご案
内
・10／13（金）東京バーディ
多摩分区親睦ゴルフ大会のご案内

〇親睦委員会 比留間 一義 委員長
・8／23（水）高尾山ビアマウント納涼会
集合・出発14時 西武信用金庫

〇ＳＡＡ後藤 正次 委員長
・例会スタイルについて
食事は、12:00から配膳を開始します。
来られた方から、順次お召し上がりくださ
い。
・毎例会の会場設営、片付けについて
ご都合の付く方は、毎例会の設営、片付け
にご協力をお願い出来れば幸いです。
・駐車場については、随時考えてゆきます。

協議事項

①交換留学生受入特別会計予算（新海幹事）
お手元に配布した予算書のとおり、承認さ
れました。
8／5（土）いよいよ、青少年交換学生が
来日します。楽しくお迎えしましょう。
②ガバナー公式訪問の対応（新海幹事）
お手元に配布した資料のとおり、確認され
ました。会場設営等、まだ決まっていない
部分があります。
会場準備等があるので、会員のみなさんは
11時までには集合をお願いします。
また、前日の準備が可能であれば改めてご
連絡致します。
当日は、上着着用で出席お願いします。
多くの会員の出席をお願いいたします。
③社会福祉協議会会費について
社協から会費の納入依頼があり、従来と同
様3万円を支出することに決定。
④九州北部豪雨災害支援金について

（新海幹事）
ガバナーから協力要請があり、クラブから
3万円（会員1人当り概ね1,000円）の支援
金を送ることとした。
⑤前年度東京武蔵村山ＲＣ決算

（会計又は嶋田前幹事）
お手元に配布した決算書のとおり、承認さ
れた。ニコニコ特別会計、基金についても
報告あり。
⑥事務局の賃貸契約に基づいて、借家人賠償
保険に加入しました。
⑦駐車場について、近隣、知人の方々に相談
をしている。

第２回 全員クラブ協議会

（比留間一義親睦委員長）
☆ 誕生月おめでとうございます。
比留間 市郎 会員 比留間 孝司 会員
宮﨑 茂夫 会員 田中 伸彦 会員
新海 正人 会員 嶋田 哲男 会員
波多野 晃夫 会員夫人 啓子 さん
比留間 一義 会員夫人 美香 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
後藤 正次 会員 新海 正人 会員

☆ 皆勤おめでとうございます。
波多野 晃夫 会員 10年

8月5日（土）青少年交換学生セルヒオ君来日！
地区青少年交換並木前委員長、大山副委員長、ジュ
ニアカウンセラー黒木、坂田さん、当クラブ波多野
会長はじめ全11名で成田空港にてお迎えしました。
当日むさし山王森にてオリエンテーション開催。
セルヒオ君、そして当クラブ会員にとって思い出に
残る楽しい一年間にしてゆきましょう！


