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「共に学び、そして実践しよう」

本日の例会

「知って得する介護サービス」

柳川 研一 様
武蔵村山市地域包括支援ｾﾝﾀｰ

次回の例会

クリスマス会

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２２０２回例会週報】２０１７年１２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」
「我等の生業」

ソングリーダー
木内 敬三九 会員

来客紹介

〇前川 優大 様（新入会員）
ご縁があり この度入会させて頂きました
前川と申します。
藤野社長の紹介で、家業は
クリーニング等の仕事を
しております。
右も左もよくわかりません
が、宜しくお願い致します。

〇朴 信喜 さん（米山奨学生）
来週の土曜日まで卒業製作があります。
ここまでこれたのも、
皆様のおかげです。
ありがとうございます。

四つのテスト 倉内 淳 会員 〇12月「疾病予防と治療月間」のリソースが
届いています。

〇「コーディネーターニュース」12月を頂き
ました。

〇「職業奉仕・この素晴らしきもの」を頂きま
した。
・パストガバナー 深川純一先生講演の冊子で
す。

〇「My ROTARY登録コンテスト」開催
「登録率ベスト5」「増加率ベスト5」を地
区大会会長・幹事会にて発表

〇武蔵野女子学院より「ニュースレター」を頂
きました。

幹事報告 新海 正人 幹事

〇例会臨時変更
・板橋セントラルＲＣ（追加変更）
2018年3月 2日→通常例会

9日→3月6日 夜間移動例会
6月29日→年度最終夜間例会

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

35名 21名 71.88% な し

〇事前メークアップ
比留間 孝司 会員（地区米山）
宮﨑 茂夫 会員（地区Ｒ財団）

〇出席免除会員
比留間 市郎 会員 宮崎 恒夫 会員
波多野 稔 会員
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☆波多野晃夫会長・新海正人幹事⇒前川さん入会おめでと

うございます。本日より当クラブのメンバーとしてよろ
しくお願い致します。ご活躍期待しています。

☆酒寄好夫会員⇒妻の誕生日を祝っていただきありがとう。
また親睦ゴルフに優勝しました。
☆見延壽昭会員⇒クラブに来て、妻の誕生日を教えていた

だきました。親切なクラブです。
ありがとうございました。

☆藤野豊会員⇒前川さん、ご入会おめでとうございます。
ロータリーライフを楽しみましょう。

☆田中伸彦会員⇒結婚記念日を祝っていただきありがとう
ございます。すっかり忘れてました。

前川さん入会ありがとうございます。
これから楽しくやって行きましょう。

☆齊藤孝喜会員⇒妻の誕生日を祝って頂きありがとうござ
います。
☆佐藤貢会員⇒結婚月を祝って頂き有難うございます。

☆堀田弘一郎会員⇒前川さん入会おめでとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。

◆ 今回計 ４１,０００円 累 計 ６０５,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 嶋田 哲男 親睦委員 ）

第６回 全員クラブ協議会

①新入会員承認の件 波多野 晃夫 会長
藤野豊会員の紹介で入会しました前川さんを
宜しくお願い致します。

②東京青梅ＲＣから青梅梅林の植樹の為の寄付
のお願い

③親睦委員会の新年会の件（委員会報告）

④歳末寄付金→当クラブから5万円協賛する

⑤青少年奉仕委員会 佐藤 貢 会員
・東京武蔵村山ＲＣジュニアサッカー
3/3（土）9:00～15:00
真如苑グラウンド
・東西対抗野球大会
6/2（土）武蔵村山総合グラウンド
9:00～15:00

⑥次年会ＩＭ副実行委員会の件
見延 壽昭 会員

・副実行委員長
後藤、田中、比留間孝司会員の3名に決定

⑦その他
・ロータリー財団の寄付の協力要請

⑧職業奉仕委員会 田中 伸彦 委員長
・今年度の会員同志のプロフィール作成のお願
い
12/31までに事務局にＦＡＸする

⑨スリーＲＣ 新海 正人 幹事
3/14に講師を呼んで講演会を開く予定

⑩社会奉仕委員会 原田 友義 会員
・地区補助金についての報告
11/29面接が終了。地区決定後、財団に申
請する段取りを行う予定
・ロータリー希望の風の報告
2回の例会で6万円の寄付が集まる

⑪ＩＴ担当 倉内 淳 会員
マイ ロータリーの登録のお願い

委員会報告

〇ゴルフ部 田中 伸彦 会員
・東京武蔵村山ＲＣ親睦ゴルフ大会（12/5(火）)
優 勝 酒寄 好夫 会員
準優勝 藤野 豊 会員

〇親睦委員会 佐藤 貢 会員
・新年会の予定 1/18（木）
18:30～21:00を予定
場所は未だ未定
出席6,000円 欠席免除3,000円

（ 酒寄 好夫 親睦委員 ）

☆ 誕生月おめでとうございます。
小澤 秀人 会員
見延 壽昭 会員夫人 武子 さん
酒寄 好夫 会員夫人 恵美子 さん
齊藤 孝喜 会員夫人 尚美 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
田中 伸彦 会員
佐藤 貢 会員

年次総会

指名委員会を設置し次期役員が決定

次期会 長 倉内 淳 会員
〃 幹 事 比留間 一義 会員
〃 副会長 嶋田 哲男 会員
〃 副幹事 木内 敬三九 会員

親睦ゴルフ大会

東京武蔵村山ＲＣ親睦ゴルフ大会
武蔵ＯＧＭゴルフクラブ 12/5

入会セレモニー

前川優大様 ご入会
おめでとうございます。


