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「共に学び、そして実践しよう」

本日の例会

卓話 「ﾛｰﾀﾘｰ希望の風」

社会奉仕委員

次回の例会

地区大会 2/21

京王プラザホテル

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２２０９回例会週報】２０１８年２月７日（水） 司会 小澤 秀人 SAA会場運営副委員長

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
嶋田 哲男 会員

来客紹介

出席報告

四つのテスト 見延 壽昭 会員

〇2月「平和と紛争予防/紛争解決月間」のリ
リースのご案内。

〇鈴木喬ＰＧを囲み「Ｊayと桜を観る会」の
ご案内が届いております。
3月27日（火）18:00～ 上野精養軒 3階

〇武蔵野女子学院より、ニュースレターを頂き
ました。「長期留学体験記（2016～2017）」
小冊子も頂いております。

〇立川青年会議所より、「20代、30代過ごし
方生き方が変わる！」の講演の案内を頂きま
した。
2月28日（水）19:00 開会
くにたち市民芸術小ホール

〇朴 信喜 さん（米山奨学生）
みなさん、こんにちは、
米山奨学生の朴信喜です。
卒業制作も無事に終わり、
本日は、その作品をお持
ちしましたので、ご覧く
ださい。
有難う
ござい
ました。

幹事報告 新海 正人 幹事

〇ロータリー手帳、お買い上げのお願いが届い
ております。
1冊 600円+消費税

〇例会変更のご案内
・宮古島RC
毎週火曜日12:10～13:10に変更
（2月6日より）会場は変更なし

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

35名 25名 78.9% 68.75%→71.88%

〇事前メーキャップ
木内 敬三九 会員（地区ＲＩ）

〇出席免除会員
波多野 稔 会員 榎本 昭 会員

みなさん、こんにちは。
立春も過ぎて、暦の上では
春ということではあります
が、まだまだ、寒くなって
おります。風邪やインフル
エンザが流行っております
が、お体、ご自愛ください。



◇ 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 中澤 英雄 委 員 堀田 弘一郎 宮﨑 正巳 金井 一三 遠田 努

☆新海正人幹事⇒妻の誕生日を祝っていただきありがとう

ございました。
昨日でしたが、何もしませんでしたので助かりました。

☆見延壽昭会員⇒本日受付で、誕生日をお知らせいただい
たのですが、思わず誰が決めたのですか？とお尋ねいた

しました。ありがとうございました。
☆比留間重次会員⇒妻の誕生を祝って頂き有難うございま
す。

☆原田友義会員⇒誕生日を祝っていただきありがとうござ
います。

☆酒寄好夫会員⇒誕生月を祝っていただきありがとうござ
います。後期高齢者になります。

☆金井一三会員⇒結婚祝いと嫁の誕生日を祝って頂きまし
てありがとうございます。

仲良くいられるように、一日一日を大切に心がけており
ます。

☆中澤英雄会員⇒結婚記念日にお祝い頂くのは初めての経
験でしたので妻も大変喜んでいました。
本当にありがとうございました。

◆ 今回計 ４３,０００円 累 計 ９５９,０００円

ニコニコＢＯＸ （比留間 一義 親睦委員長）第８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。
原田 友義 会員 見延 壽昭 会員
酒寄 好夫 会員
藤野 豊 会員夫人 正美 さん
比留間 重次 会員夫人 美知子 さん
新海 正人 会員夫人 光恵 さん
金井 一三 会員夫人 淳子 さん
前川 優大 会員夫人 友紀 さん
中澤 英雄 会員夫人 理穂 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
金井 一三 会員
中澤 英雄 会員

〇半期会計報告 堀田会員

収入の部 予算額 9,650,034-
決算額 5,754,434-

支出の部 予算額 9,650,034-
決算額 5,642,834-

〇新入会員推薦の件 波多野会長
阿久津さんの入会の承認が決定した報告。

〇地区大会の参加費の件 波多野会長
2/21 京王プラザホテルでの地区大会の参
加費は、クラブで負担することに決定。

〇植樹事業の件 波多野会長

1/26 分区の会長、幹事会議
で地区の事業として決定する。
但し、多摩分区の青梅を除く、
分区が各クラブ、10万円を
寄付することの報告。

〇その他

・会員推薦カードの件 波多野会長
阿部 恵司さんの承認の件、2/14までに異
議のある方は、連絡をする。

・親睦委員会 比留間 一義委員長

親睦旅行の件、7月9、10、11、
12日に武蔵村山市役所と合同
でモンゴルに親睦旅行に行く
ことの協議。

・財団寄付の件 新海幹事

本日、財団の寄付として当ク
ラブでは1人100ドルの寄付を
集めました。

委員会報告

〇職業奉仕委員会 田中委員長
会員プロフィールの完成及び会員への配布。

〇青少年奉仕委員会 佐藤委員長
ジュニアサッカー大会開催のおしらせ
3/3（土）集合時間 8:30
開始時間 9:00 閉会 15:00（予定）
場所 むらやま真如苑グラウンド

〇青少年交換委員会 田代委員長
8月からプログラムが変わり、2、3、4月は
藤野会員、6、7月は田代会員のもと行われ
る。


