
東京武蔵村山ロータリークラブ事務局/例会場 武蔵ビル3Ｆ301Ａ/武蔵ビル2Ｆ平成の間 〒208-0004東京都武蔵村山市本町2-16-1

ＴＥＬ：042-520-3251/ＦＡＸ：042-520-3252 Ｅメール：t-mmrc＠crest.ocn.ne.jp ●例会日：毎週水曜日 12:30～13:30

「共に学び、そして実践しよう」

本日の例会

新年会 平成の間

次回の例会

卓 話 職業奉仕委員会

田中 伸彦 会員

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 前川 優大 会員

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２２０５回例会週報】２０１８年１月１０日（水） 司会 比留間 重次 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
倉内淳会員

来客紹介

〇朴信喜さん（米山奨学生）
皆さんこんにちは。あけましておめでとうござ
います。あと少しだと思うんですけど、宜しく
お願い致します。今は卒業に向け、卒業制作を
やっています。今日も徹夜してきました。最近
はあまり寝れなくて1日寝たら2日目は徹夜とゆ
う感じで過ごしています。いよいよ来週は卒業
展示会が始まって、それが終わったら卒業とゆ
う感じです。今日は朝から写真ｽﾀｼﾞｵで写真を
撮って、明日はﾌﾟﾚｾﾞﾝﾎﾞｰﾄﾞを作って展示の準
備に入っている状況です。来週の18～21日ま
で卒業展示会が学校で行われます。もし、日本
画とか彫刻に興味のある方はぜひ遊びに来てく
ださい。ありがとうございます。

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

35名 24名 81.25% な し

〇事前メークアップ
見延壽昭会員（東大和ＲＣ）
藤野豊会員（次年度Ｇ補佐会議）

〇出席免除会員
波多野稔会員 宮崎恒夫会員 榎本昭会員四つのテスト 田中 伸彦 会員

〇コーディネーターNEWS 2018年1月号が届いていま
す。

〇米山奨学生受入の依頼が届いています。
（2018年4月より）
＊理事会資料に渡してあります。

〇「ロータリー平和フェローシップニュースレター」
第2号が届いています。

〇職場体験・インターシップ委員会より
東京都主催「わく(Work)わく(Work)Week（中学生の
職場体験）」平成29年度発表会の開催案内
・平成30年1月19日（金）午後2時～4時30分
・四谷区民ホール

〇ガバナー会よりアンケートの依頼
「姉妹・友好クラブアンケート」

〇地区立法案検討委員会より
「決議案提案のお願い」が届いています。

〇東京東村山ＲＣより50年史を頂きました。

〇東京東大和ＲＣよりイベントの案内
「日本の話芸・新春福袋演芸会」
・1月27日（土）開演14:00～
・東大和ハミングホール
・全席自由大人1,000円（当日1,300円）

〇多摩分区「若手の会」
・1月29日（月）19:00～

〇デエダラまつり協賛礼状を頂きました。

〇社協だより「こもれび」を頂きました。

〇セルヒオ君（青少年交換学生）
皆さんこんにちは。あけましておめでとう。
沢山の活動をしました。12月は沢山のｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰ
ﾃｨに参加しました。20日には武蔵村山RCのｸﾘｽﾏ
ｽﾊﾟｰﾃｨに行きました。また、東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰにも
行きました。とても楽しかったです。また、ｲﾝ
ﾊﾞｳﾝﾄﾞの通う学校で狂言を見ました。24日に東
京2580地区のｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨ、ｸｯｷｰｵｰｸｼｮﾝでだすｸｯ
ｷｰを母さんと作りました。31日には、高校ﾗｸﾋﾞｰ
の仲間と高尾山を登りました。寒かったけど楽
しかった。お正月の朝に温泉に行きました。2
日と3日に家族と遊びました。冬休みが素敵で
した。皆さんありがとうございます。
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☆波多野晃夫会長⇒新年おめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。

生まれて7回目の犬年を迎えました。誕生月を祝っていた
だきありがとうございます。次の犬年は無理かも？

☆内野均会員⇒今年も宜しくお願いします。誕生日と結婚
月をお祝いしていただきありがとうございます。
17年11ヶ月一緒にいた愛犬が危篤となり、夜の看病で寝

不足になってます。
☆宮﨑正巳会員⇒明けましておめでとうございます。

正月4日、仕事始めの誕生日です。
祝って頂くのは久々で感動です。

◆ 今回計 ２５,０００円 累 計 ８０２,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 佐藤 貢 親睦委員 ）

第７回 全員クラブ協議会

○地区大会が2月20・21日に開催されますが20日
のほうは会長幹事会あるいは晩餐会ということで
一般の会員の招集はかかっておりませんので、
21日水曜日が皆様の出席日となるとご承知いた
だきたいと思います。
○3RC東村山・東大和・武蔵村山の3クラブ合同例
会の件ですが、来る3月13・14日に会場は平成の
間で15時登録開始の15時半3RCの合同例会を開
催させて頂きます。
○青梅うめの里への植樹の関係ですが、理事役員会
では多摩分区の他のクラブと肩を並べて協力した
らどうかということで、多摩分区連絡会にてガバ
ナーは多摩分区に限定せず2580地区全体の事業
として展開したらどうかと提案がありました。当
クラブとしては地区の事業として展開することを
承知するという結論に至りました。趣旨によると、
1会員1000円以上の額の協力をお願いして対応し
たいということです。詳細については決まり次第
連絡したいと思います。
※小澤秀人会員のほうから会長宛に私信が届きまし
て4週間以上連続して欠席したので非常に心苦し
いとの事でした。しかし、本人の書面によると非
常に熱意はあるという事で正当な理由があると認
められる。と確認されましたのでご報告します。
※地区委員の推薦依頼が届いておりました。理事
会のほうで一応ご報告申し上げましたが、次の4
名について次年度会長の推薦が必要ということで
す。地区研修委員会藤野豊会員、地区危機管理
委員会より比留間孝司会員、地区青少年奉仕委員
会より金井一二三会員、地区ライラRYMAより木
内敬三九会員、この4名の方の推薦依頼が届いて
おりまして私と次年度会長倉内会長ともに承諾す
ることに異議はありませんということです。地区
委員になられる方はよろしくお願いいたします。
※最後に、クラブの名称変更についてです。関心度
が低いか認識が低いかの両方だろうということで、
この段階でどれがいいか決めるのは時期尚早では
ないかということで、改めて内容を精査し名称変
更の具体的な案を検討する小委員会を設置したら
どうかという意見もあり、ここでは結論はでなかっ
たのですが、いずれにしても本年にやるのは適当
ではないという意見が多数ということで引き続き
募集を続けながら然るべき時に正式に検討すると
いう方向性だけが確認されました。

委員会報告

〇職業奉仕委員会 田中伸彦会員
昨年からお願いしている会員プロフィール作成に関
して入力業務があるため、できたら24日までに皆
様に配りたいので、なるべく早くの提出をお願いし
ます。
難しく考えないで下さい。空欄があっても大丈夫な
ので出来る限りの記入でお願いします。

〇親睦委員会 比留間一義会員
昨年のクリスマス会は皆様お忙しい中参加いただき
ましてありがとうございました。お陰様で盛り上がっ
ていい年を迎えられたのではないかと思います。
ありがとうございます。
来週の新年会のご案内です。1月17日18時から会場
は平成の間で行います。

幹事報告 新海 正人 幹事

〇ロータリーレート（1月）
1ドル114円（12月は112円）

〇東京東大和ＲＣより
ＩＭのDVD（報告書）を頂きました。
（各自ファイルに入っています）

〇年賀状を頂きました
(株)カオルデザイン、(株)キャテック、伊奈平苑、
北多摩西部消防署、武蔵野女子学院、
武蔵村山市商工会、(株)オクトン、㈲エイコー堂

（比留間一義親睦委員長）

☆ 誕生月おめでとうございます。
薄井 政光 会員 宮﨑 正巳 会員
内野 均 会員 波多野 晃夫 会員

☆ 結婚月おめでとうございます。
志々田 陽介 会員 内野 均 会員

☆ 皆勤おめでとうございます。
藤野 豊 会員 22年

【報告事項】
○先程開催された理事役員会の報告を申し上げます。
10月8日に第4回多摩分区連絡協議会がありまし
た。この内容についてはすでに例会のほうで発表
させていただいておりますので割愛させていただ
きます。
○12月20日の昨年最後のクリスマス例会について
ですが、親睦委員会の協力をいただきまして、盛
大に楽しく参加することができました。
ありがとうございました。
○先程セルヒオからも報告がありましたが、12月
24日に交換留学生・カウンセラー・ホストファ
ミリーの懇親会が開催されまして、セルヒオとカ
ウンセラーの田代ご夫妻、そして私が参加してま
いりました。セルヒオが汗を流して作ったケーキ
やクッキーが1万円で落札されました。ありがと
うございます。なおこの資金はいずれもローテッ
クスの活動資金になるということだそうです。

【協議事項】
○新入会員の承認の件。昨年のクリスマス例会に参
加して頂いた有限会社神都運輸の阿久津氏。
正式に理事役員会のほうに推薦書が提出されまし
た。ご意見等がある方は2週間以内に会長または
幹事あるいは事務長のほうにお申し出ください。
○米山奨学生の受け入れについて。4月から受け入
れる米山奨学生について、次年度の地区奨学生委
員会委員長に就任されます比留間孝司会員から会
長宛に依頼が届いております。本件につきまして
は、理事役員会では受け入れることを承諾しまし
た。受け入れるに当たり、新海正人幹事にカウン
セラーをお願いすることが確認されました。
○ロータリークラブジュニアサッカー大会について
佐藤貢委員長のほうから説明がありました。前回
報告した内容を基本として着々と準備が進められ
ています。具体的な内容については直前の例会に
おいて皆様に周知します。ご協力お願いします。


