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「共に学び、そして実践しよう」

本日の例会

卓話 米山奨学生

朴 信喜 奨学生

次回の例会

卓話 地区クラブ奉仕委員長

萩原 道雄 様

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２１９３回例会週報】２０１７年１０月４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
金井 一三 会員

来客紹介

〇朴 信喜 さん
（米山奨学生）

〇セルヒオ ピニジャ ロペス 君
（青少年交換留学生）

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 23名 72.73% な し

〇事前メーキャップ
比留間 孝司 会員（地区米山委員会）

〇出席免除会員
比留間 市郎 会員

四つのテスト 野島 征 会員

〇10月「経済と地域社会の発展月間」のリソー
ス案内が届きました。

〇コーディネーターNEWS 2017年10月号が届
いています。

〇米山奨学会より
①財団設立50周年記念式典 満席のため予約
受付終了
（キャンセル待ちの方は奨学会事務局へ申込下さい）

②米山月間資料訂正
事業報告書
61項 正 溝西薫御坊南ＲＣ
60項 専門委員会委員 財務委員

本田正寛（2700福岡RC）を追加

〇職場体験アンケート協力の依頼
（在京クラブ青少年奉仕委員長）

〇バギオ基金より 第39回バギオ訪問
2018年2月9日（金）～14日（水）

〇武蔵野女子学院より
NEWS LETTER を頂きました。

幹事報告 新海 正人 幹事

〇東京東村山ＲＣより事業計画書を頂きました。

（比留間一義親睦委員長）
☆ 誕生月おめでとうございます。
宮崎 恒夫 会員
田中 伸彦 会員夫人 かほる さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
比留間 重次 会員 宮崎 恒夫 会員
比留間 一義 会員 藤野 豊 会員
波多野 晃夫 会員



◇ 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

☆波多野晃夫会長⇒お陰様で結婚45周年を迎える事ができ
ました。あと何回2人揃って記念日を迎えられるのかな？

☆宮崎恒夫会員⇒結婚月と誕生月をお祝い頂きありがとう
ございます。

☆比留間重次会員⇒結婚月を祝って頂き有難うございます。
☆藤野豊会員⇒結婚記念日をお祝いいただきありがとうご
ざいます。

☆田中伸彦会員⇒女房の誕生日を祝っていただきありがと
うございます。

☆比留間一義会員⇒結婚14年目をお祝いいただきありがと
うございます。

☆榎本昭会員⇒1ヵ月遅れてすみません。
誕生祝をありがとう。あと〇年生きるかな？

◆ 今回計 ４０,０００円
累 計 ４５６,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 嶋田 哲男 親睦委員 ）

第４回 全員クラブ協議会

波多野 晃夫 会長
■報告事項
・9月13日 ガバナー公式訪問
・9月14日 東京秋川RC主催「鮎の塩焼きを

食べる会」に会長および藤野、島
田会員が参加

・9月24日 交換留学生歓送迎会に会長、セル
ヒオ君が出席

・9月30日 新入会員研修会、IT研修会に新海
幹事、倉内、比留間一義会員が出
席

■議題
①地区の規定審議会制定案について
地区立法案検討委員会の鈴木孝雄委員長から、
以下の3案についてクラブで検討、承認の依
頼が来ています。
・人頭分担金の値上げに歯止めをかける件
・クラブの目的を削除する件
・五大奉仕部門を改正する件
理事会、役員会では承認されましたが、皆様
のご意見、ご異議はあるでしょうか→意義無
しとの賛同を得られたのでクラブとして承認
いたします。

②TRC（東京東村山、東大和、武蔵村山合同例
会）について
・当クラブがホストとして、来年の3月14日
に開催
・内容は娯楽性のあるもので検討中
・例会場は平成の間の予定
・入会を考えている方が参加して、楽しんで
もらえるような内容にしたい。

③次年度IMについて
・来年11月14日開催に向けて、実行委員会
を立ち上げる。
・次回役員会で人選を行いますのでご協力を
お願いします。

委員会報告

〇ゴルフ部 比留間 一義 会員
・多摩分区懇親ゴルフ組み合わせ等について

10月13日（金）東京バーディー
クラブ、当クラブからは10名
が参加。
また、18:30から五色にて懇親
会を開催します。

・当クラブ懇親ゴルフについて
12月5日（火）開催予定 場所は未定

〇社会奉仕委員会 原田 友義 委員長
・炉辺会を五色にて本日開催
します。
・地区補助金プロジェクトに
ついて
社会福祉法人鶴風会に寄贈
品を進呈
「スヌーズレン機器」9台
「ボッチャボール」1セット

④クリスマス会について
（比留間 一義 親睦委員長）

・12月20日（水） 18:00～21:00
・フォレストイン昭和館「車屋」
・本人12,000円 夫人 8,000円
子供 3,000円 欠席登録3,000円

・皆様の参加をお願いします。

⑤東京武蔵村山ＲＣ名称変更について
・名称について間違えられることが多く変更
を検討したい。
・色々な考えがあると思いますので、皆様か
らのご意見を頂戴して決めていきたいと思
います。

■その他
○情報委員会 内野 均 委員長
・10月21、22日のデエダラ祭で、ロータリー
活動のPRを行いますのでご協力をお願い
します。

○次年度地区打合せ報告 藤野 豊 会員
・ガバナー補佐が6名から13名に変更になり
ます。
代わりに分区副幹事がなくなるなど体制変
更があります。
・地区の委員の選定方法について
必ずクラブの承認を得て、推薦をして欲し
いとのこと。
・研修について
RLI形式の研修があり、リーダーシップ研
修会等の内容です。
全国各地で開催され、会員については年数
がかかっても良いので終了バッヂを目指し
てくださいとのことです。


