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「共に学び、そして実践しよう」

本日の例会

ＴＲＣ合同例会

平成の間

次回の例会

卓 話 米山奨学
トランビチゴックさん
（ベトナム）

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２２１３回例会週報】２０１８年３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
酒寄 好夫 会員

来客紹介

出席報告

四つのテスト 嶋田 哲男 会員
〇コーディネーターNEWS 2018年3月号が届い
ています。
・水と衛生月間リソース案内のが届いています。
・新出版物、出版物リニューアルの案内が届い
ています。

〇「地区大会」の礼状が届いています。

〇第2580地区 Face.book開設と「いいね！」
のお願い
https://www.facebook.com/国際ロータリー
第2580地区-248320419024007/
ユーザーネーム「rid2580」

〇地区補助金の相談「補助金カウンセリング」
を開始

〇「バギオだより」第65号（2018年3月号）
が届いています。

〇ハイライトよねやまvol.215が届いています。

〇青少年交換派遣学生募集の案内要項が届いて
います。

〇社協だより「こもれび」第205号を頂きまし
た。

〇立川青年会議所より「第953回例会」の案内
を頂きました。
・3月7日（水）19:00～ アイムホール

〇朴 信喜 さん（米山奨学生）
1年間が凄く早く感じています。
この場で皆様の前でお話するのが、最後で
す。カウンセラーの内野様をはじめ皆様あ
りがとうございました。経験豊かな留学生
活を送ることができました。
先週韓国に帰っていました。お土産の「く
るみのお菓子」をお召し上がり下さい。

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

36名 27名 87.88% な し

〇事前メーキャップ
金井 一三 会員（地区研修セミナー）
木内 敬三九 会員（ 〃 ）

〇出席免除会員
波多野 稔 会員 宮崎 恒夫 会員 榎本 昭 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 中澤 英雄 委 員 堀田 弘一郎 宮﨑 正巳 金井 一三 遠田 努

☆齊藤孝喜会員⇒82歳（精神年齢は65歳です）の誕生日を
祝って頂きありがとうございます。

☆酒寄好夫会員⇒結婚月を祝って頂き有難うございます。
☆宮﨑茂夫会員⇒女房の誕生日を祝って頂きありがとうご

ざいます。
☆藤野豊会員⇒昨日で世間から高齢者と言われる歳となり
ました。

☆倉内淳会員⇒結婚月を祝っていただきありがとうござい
ます。先日、素敵な花が届き、妻が喜んでいました。

自分では花など買えないので助かりました。

◆ 今回計 ２５,０００円 累 計 １,００２,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 志々田 陽介 親睦委員 ）

第９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。
藤野 豊 会員 齊藤 孝喜 会員
金井 一三 会員
宮﨑 茂夫 会員夫人 延枝 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
酒寄 好夫 会員 倉内 淳 会員

〇地区米山奨学委員会 比留間 孝司 副委員長
・ロータリーの年度より6ヶ月早く動くことに
なり、次年度の奨学生の募集がすでに始まっ
ています。
上智大学の女子学生が当クラブに来る予定
です。

〇ＴＲＣ合同例会役割分担について 新海幹事
・3月14日（水）
登録開始15:00 例会開始15:30
ＳＡＡ委員会・親睦委員会集合→14:00
会員集合→14:30

〇新年度理事・役員会の選任について
倉内次年度会長

〇新会員入会の承認について
・理事会にて承認（阿部 恵司 さん 造園業）

〇第3回桜まつり 協賛の件
・第1回から引き続き30,000円を協賛します。

〇モンゴル訪問について
・武蔵村山市モンゴル訪問の件について当初
は、親睦旅行での参加も視野に検討してい
たが、親睦旅行は多数の会員が参加出来る
よう国内とし、モンゴル訪問は、目的から
国際奉仕として現地のＲＣとの交流を図り
たいと思います。

委員会報告

〇青少年奉仕委員会 佐藤 貢 委員長
青少年サッカー大会に際し、早朝より遅く
までご参加ありがとうございました。
ケガもなく無事に終えることが出来ました
こと御礼申し上げます。

〇親睦委員会 比留間 一義 委員長
・ＴＲＣゴルフ大会の件
日程調整中です。
・親睦旅行
多くの会員の皆様が参加出来るよう企画し
ていきます。

幹事報告 新海 正人 幹事

〇ロータリーレート（3月）
1ドル108円（2月は110円）

〇例会臨時変更
・東京東江戸川ＲＣ
3月20日→通常例会
4月 3 日→移動例会（4/7(土)ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）
・東京御苑ＲＣ
3月8日→例会休会（会員総会の為）

〇第4回春の地区ワイン同好会の案内
（ホストクラブ東京池袋ＲＣ）

・4月5日（木）18:30～
・銀座創作和食「SHARI・シャリ」
・￥12,000-（料理、ワイン込）当日会場にて
・出席希望の方は事務局へ（〆切3/28）

佐藤 貢 会員 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ
田中 伸彦 会員 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 2回
比留間 孝司 会員 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 3回
藤野 豊 会員 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 4回


