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「共に学び、そして実践しよう」

本日の例会

卓話
交換留学生カウンセラー

田代 和也 会員

次回の例会

親睦旅行（日帰り）

米山梅吉記念館

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２２２０回例会週報】２０１８年５月９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 見延壽昭会員

来客紹介

出席報告

四つのテスト 倉内 淳 会員

〇コーディネーターNEWS2018年5月が届いています。

〇5月特別月間に関するリソース案内が届いています。

〇地区ローターアクト年次大会の案内
・6月2日（土）12:30～開会式
・浅草橋ヒューリックホール
＊登録〆切 5月16日（水）

〇地区インターンシップ委員会より
インターンシップ成果発表会のお知らせ
・6月1日（金）午後3:00～
・なかのZERO大ホール
・返信期限 5月25日
〇青少年交換帰国前報告会の案内
・6月17日（日）13:00～受付、登録
・ホテルメトロポリタン
・申込〆切 6月5日（火）

〇バギオだより 2018年5月号 vol.66が届いています。

〇ロータリー文庫より「資料目録」の活用の依頼が届
いています。

〇台湾地震義援金の件
（支援金一覧、台湾第3482地区へ送金）

〇青梅市梅の里再生事業支援の件
（4月24日付360万円を青梅市に納入）

〇「地区納めの会」各自ファイルに入れてます。
参加希望の方は申込書を事務局へお願いします。

〇社協だより「こもれび」第206号を頂きました。

〇武蔵野女子学院より「ニュースレター№34」を頂き
ました。

〇多摩分区交流会「若手の会」の案内
・5月24日（木）19:00～
・ダイニングバーＫＡＩ拝島店 申込は5/16までに！！

〇伊奈平苑より施設交代の連絡を頂きました。

〇崔恩瑛（チェンウンヨン）さん
こんにちは、皆さんにお会いできてうれしいです。
これから１年間よろしくお願いします。私は、上智
大学で文化交渉学を学んでいます。ＲＣに入ること
ができて感謝の気持ちで一杯です。
これからよろしくお願いします。

・新海正人カウンセラーより
4月より新たに受け入れます奨学生のカウンセラー
となりました。
名前はチェンウンヨンさん。
88年7月9日生まれで国籍は韓国です。生まれてか
ら高校卒業まで中国で暮らし、韓国に戻り2年専門
学校に通い、20歳の時に来日され、2年間アルバイ
トをしながら語学を学び、22歳で上智大学に入学。
現在上智大学の修士課程2年生。専攻は文化交渉学。

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

35名 28名 87.50% 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
宮崎 恒夫 会員 榎本 昭 会員
波多野 稔 会員

幹事報告 新海 正人 幹事

〇青梅市梅の里再生事業支援について植樹式のご案内
が会長幹事宛に参っています。
5月14日ですが、会長が所要で参加できないため私
が名代で行って参ります。
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第１１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。
後藤 正次 会員 堀田 弘一郎 会員
阿久津 圭吾 会員
後藤 正次 会員夫人 のりみ さん
原田 友義 会員夫人 和代 さん
嶋田 哲男 会員夫人 京子 さん
比留間 市郎 会員夫人 保代 さん

高山 晃一 会員夫人 幸江 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
原田 友義 会員 波多野 稔 会員
見延 壽昭 会員 前川 優大 会員

１．お知らせ
交換留学生のセルヒオ君が4月30日から第4番目のホスト
ファミリーとなる田代会員宅に異動になります。

２．最終例会について
比留間 一義 親睦委員長
日時は6月20日（水）18:00～フォレストイン昭和館の
車屋さんにて約40名の参加を予定しています。
佐藤 貢 青少年奉仕委員長
セルヒオ君の送別会を兼ねての開催となります。
ホストファミリーの方にもご参加いただく予定です。
記念品として田代カウンセラーよりアルバムを作成し
てお渡しする予定です。ホストファミリーのご婦人に
対し、セルヒオ君より花束を贈る計画です。

３．親睦旅行について
比留間 一義 親睦委員長
変更点のご案内です
・集合場所が西武信用金庫からりそな銀行第二駐車場前
に変更となりました。
・行程は、米山梅吉記念館にて卓話と見学、昼食後三島
大社参拝、沼津にて海産物の買い物後18時頃武蔵村山
に戻る予定です。

４．波多野会長より残念な報告
当クラブ事務局職員の佐川さんから辞職願が提出されま
した。63年より30年間これまで当ＲＣの手となり足とな
り、時には頭となってご活躍されてきましたが、ご本人
の意思を尊重して承認することに決めました。希望退職
日は6月30日ですが、後任選任もありますので流動的に対
応いただけるよう依頼しています。

５．IMについて
野島IM実行委員長
・2018～2019年度国際ロータリー第2580地区多摩分区イ
ンターシティーミーティングが2018年11月14日(水)フォ
レストイン昭和館にて、東京武蔵村山RCがホストクラ
ブとなり開催されます。
・IMコンセプト、タイムスケジュールはまだ未定ですが、
これからガバナーの熱い思いを皆さんで聞いて頂き、
その意をしっかり汲み取ってIMに反映して参りたいと
思います。
・約250名規模となりますが、出席は175名程度となるか
と思われます。
・記録はビデオソニックという会社に依頼し、撮影・編
集・DVD収録を依頼する予定です。

・非常に時間のないところではありますが、手元の資料
に纏めてあります開催日までの月別のスケジュールに
沿って進めてまいります。
・準備委員を中心に、藤野ガバナー補佐の思い・考えを
十分理解してIMのメインテーマ、内容、形式・方法を
決めて行きたいと思います。
・役割分担ですが、案内状やIMプログラムについては比
留間孝司副実行委員長の下、クラブ奉仕委員会とプロ
グラム委員会にお手伝い頂き作成を進めて行きたいと
思います。
会場は田中副委員長の下、会場運営委員会・会員組織
委員会・情報委員会、懇親会は後藤副委員長の下親睦
委員会、クラブ会報委員会の方にお手伝いいただきま
す。

６．藤野次年度ガバナー補佐より
野島IM実行委員長より説明があった通り、本年11月14日
に多摩分区IMを実行しますが、研修詰めでまだ次年度に
思いを向ける状態でなく、正直まだ熱い想いは沸いてき
ません。明後日のガバナー補佐研修が最後となりますが、
その際それぞれの分区がIMの方向性を発表することになっ
ています。半年の研修を通じ、改めてＲＣの意味の深さ、
自身の知識の浅さを身にしみて感じたことを踏まえ、｢行
動から感動へ｣というテーマを設けさせて頂きました。
行動はアクションですのでご理解いただけると思います
が、感動は普通のやわらかい感動でなく、興奮するとか
スリル感を味わうというような意味です。ロータリーの
正しい知識を皆で学びながら行動し、最後には興奮ある
思いを残し1年を終えたいという思いを込め、このテーマ
としました。
今一度、ロータリーの原点に立ち、歴史の深さ、過去100
年以上の流れの中でこれからどの様にロータリーが変わっ
ていくのかということを皆さんと共に勉強し、良かった
と思える１年にしたいと考えています。

委員会報告

〇青少年奉仕委員会 （佐藤 貢 委員長）
6月2日9時より東西対抗少年野球大会を行います。
来週出欠を取りますのでよろしくお願いします。
万一雨天の場合は翌日3日に順延となります。
集合は8:15、開会が8:45からとなります。
夕方より懇親会も予定してますので併せてお願いいたし
ます。

〇社会奉仕委員会 （薄井 政光 会員）
毎年参加していますクリーン作戦についての報告です。
6月3日日曜日プリンスの丘公園で9時からですので8:45ま
での集合でお願いします。2日の野球大会が延期となった
場合は原田委員長と私とで参加いたします。

☆波多野晃夫会長・新海正人幹事⇒崔恩瑛さん、ようこそ

お越しくださいました。1年間頑張ってください。
☆比留間市郎会員⇒女房の誕生日を祝って頂きありがとう。

これからも増々仲良くします！
☆原田友義会員⇒結婚月と妻の誕生日を祝っていただきあ

りがとうございます。
☆見延壽昭会員⇒会場へ来てからおしえてもらいました。
親切なクラブで感謝いたします。

ありがとうございました。
☆堀田弘一郎会員⇒誕生日のお祝いありがとうございます。

今年度、勤続30周年を迎えることができました。
皆さまに感謝申し上げます。

☆嶋田哲男会員⇒妻の誕生日を祝って頂きありがとうござ
います。

☆阿久津圭吾会員⇒誕生日を祝って頂きありがとうござい
ます。健康に気を付けて頑張ります。
☆後藤正次会員⇒妻と共に誕生を祝っていただきありがと

うございます。

◆ 今回計 ５０,０００円 累 計 １,１１１,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 荒井 孝育 親睦委員 ）


