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「共に学び、そして実践しよう」

本日の例会

ガバナー公式訪問

次回の例会

卓話「リーダー研修」

田中 伸彦 研修リーダー

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２１８９回例会週報】２０１７年９月６日（水） 司会 原田 友義 SAA会場運営委員

点 鐘 波多野 晃夫 会長 会務報告 波多野 晃夫 会長

斉 唱

君が代
奉仕の理想
ソングリーダー
薄井政光会員

来客紹介

〇セルヒオピニジャロペス君
（青少年交換留学生）

9月から通学します。
ラグビー部に入ります。
頑張りますのでよろしくお願い
します。

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 80.65% な し

〇出席免除会員
比留間市郎会員
榎本昭会員

四つのテスト 比留間 孝司 会員

〇コーディネーターNEWS 2017年9月号が届いてい
ます。

〇バギオだより 2017年9月号が届いています。

〇「基本的教育と識字率向上月間」リソースが届い
ています。
〇第2回地区研修会の案内
・10月13日（金）14:30 登録開始
・ホテルグランドパレス
・〆切 10月6日（金）12:00

〇フィールドトリップ（ローテックスが主催）のお
知らせ
（学生には直接ローテックス連絡あり、了解を）
（カウンセラー、ホストファミリーには連絡済です）

〇米山梅吉記念館より
・秋季例祭のご案内 9月16日（土）14:00～
・賛助会員の募集（年間一人3,000円(1口)）

〇ロータリーの友事務所より
「ロータリーの友月間卓話用手引書」を頂きまし
た。

〇第21回多摩分区若手の会の案内
・9月20日（水）19:00～
・なか安青梅線小作駅より徒歩6分

〇観光花火大会の礼状が届いています。

〇「秋の交通安全市民の集い」ご案内を頂いていま
す。
・9月16日（土）13:30～東大和市民会館

〇社協だより「こもれび」を頂きました。

幹事報告 新海 正人 幹事

〇広報誌 ROTARY の注文
・公共イメージ向上のために
広報誌ROTARY ロータリー世界と日本
＊ロータリーをもっと知ってもらうためのツール
です。A5判 16ページ 1セット(10冊)500＋税

・会員勧誘のための
広報誌ROTARY あなたも新しい風に（第9版）

＊会員候補者にロータリーを知ってもらうためのツー
ルです。B5版 12ページ 1セット(5冊) 400＋税



◇ 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

☆波多野稔会員⇒誕生日を祝って頂いてありがとう。
☆志々田陽介会員⇒誕生月をお祝いいただきありがとうご

ざいます。今年で満50才となります。久しぶりの出席と
なりましたが、今後ともどうぞよろしくお願いします。

☆木内敬三九会員⇒誕生月祝っていただきありがとうござ
います。48才です！！

☆宮崎恒夫会員⇒妻の誕生祝を教えて頂きありがとうござ
います。帰ってお祝いをします。
☆比留間孝司会員⇒妻の誕生祝を頂きありがとうございま

す。
☆齊藤孝喜会員⇒尚子との結婚御祝をありがとうございま

す。今後とも宜しくお願い致します。
☆薄井政光会員⇒結婚月と妻の誕生月を祝っていただきあ

りがとうございます。

◆ 今回計 ４０,０００円 累 計 ３６４,０００円

ニコニコＢＯＸ （志々田 陽介 親睦委員 ）

第３回 全員クラブ協議会

波多野晃夫会長
①次年度地区役員の件
・多摩分区でガバナー補佐・分区幹事を選出しま
すが指名委員会（会長経験者で運営）を開催し
選出
9月13日(水)18:00～指名委員会開催予定

②ガバナー公式訪問の件
・ガバナー公式訪問の対応について
1、来訪期日等 平成29年9月13日（水）
10:30～11:15 会長・幹事との打合せ
11:15～12:15 クラブ協議会
12:30～13:30 例会
2、来訪者
ガバナー 吉田雅俊様（東京新都心ＲＣ）
地区副幹事 小峰博昭様（東京青梅ＲＣ）
ガバナー補佐 波多野永一様（東京東大和ＲＣ）
分区幹事 金野眞一様（東京東大和ＲＣ）
3、当日のスケジュール
10:30～11:15

会長・幹事とガバナー等との打合せ
11:00 会員集合
11:15 クラブ協議会開会

司会新海正人幹事
会長挨拶 波多野晃夫
地区役員の紹介 波多野晃夫
ガバナー挨拶 吉田雅俊様
地区副幹事挨拶 小峰博昭様
ガバナー補佐挨拶 波多野永一様
分区幹事挨拶 金野眞一様

11:30 五大奉仕委員会委員長挨拶
・クラブ奉仕委員長（会員増強含む）
・職業奉仕委員長（間に合わない場合は省略）
・社会奉仕委員長
・国際奉仕委員長（財団、米山含む）
・青少年奉仕委員長

12:00 ガバナー講評
12:15 クラブ協議会閉会
（会場設営変更）
12:30 例会開会点鐘（通常の例会パターンで）
12:45 昼食
13:00 ガバナー卓話
13:30 公式訪問お礼、例会閉会点鐘
記念撮影 例会終了後、速やかに

幹事報告続き…

〇ＩＭ案内各自メールケースに入ってます。

〇武蔵野分区・多摩分区合同「ＩＴ実務担当者勉
強会・新入会員勉強会のご案内」
・2017年9月30日（土）パレスホテル立川
16:00～18:00（勉強会）18:00～20:00（懇親会）

内容
①ＩＴ実務担当者勉強会
国際ロータリーの関係者専用シス
テム登録のための基礎講座
②新入会員勉強会
申込〆切 9月15日

委員会報告

〇ゴルフ部 比留間一義会員
・多摩分区親睦ゴルフ会について

10月13日（金）
東京バーディクラブ
8:10スタート
10名の申込がありますが参加希望
者は至急申込んで下さい。

全員クラブ協議会続き…

4、その他
・会場設営は当日行う。
ただし、前日できれば前日に行うことも。
・会場のレイアウトは、クラブ協議会はコの
字形、例会は通常の形とする。
・当日はブレザー着用とする。
・その他

新海正人幹事
③ＩＭの件（ホストクラブ東京東大和ＲＣ）
開催日 2017年11月14日（火）
会 場 フォレスト・イン昭和館
登 録 13:30～14:00
合同例会 14:00～14:20
Ｉ Ｍ 14:20～14:30
レポート発表 14:30～16:00
基調講演・懇親会18:10～19:40
④青少年奉仕について
各クラブの活動内、外部機関や団体との連携
による活動について取材を実施。
編集して提出する旨の依頼がありました。

内野均会員
⑤武蔵村山市市民まつり「デエダラまつり」に
ついて
・50,000円の協賛金について理事会にて承認と
なりました。
・当日はチューリップの球根と広報誌の配布、パ
ネル展示により、ロータリーの活動を広めたい
ので協力願います。
・開催日は、10月21日(土)・22日(日)

原田友義社会奉仕委員長
⑥今年度、障害児施設へ備品を寄贈する予定です。
9月7日打合せ、9月末までに申請が必要です。
地区より32万円、当クラブより8万円、合計40
万円の寄贈予定。審査があり3月に決定。次年
度に補助金が支給のスケジュールです。寄贈だ
けでは承認は難しい事業で、バザーやイベント
の広報活動や当日の参加協力を計画しています。

（比留間一義親睦委員長）
☆ 誕生月おめでとうございます。
榎本 昭 会員 波多野 稔 会員
遠田 努 会員
木内 敬三九 会員 志々田 陽介 会員
比留間 孝司 会員夫人 敦子 さん
宮崎 恒夫 会員夫人 静江 さん
薄井 政光 会員夫人 初江 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
薄井 政光 会員 齊藤 孝喜 会員


