
『親睦・研修・実践』 基本に立ち返り、素晴らしいロータリーライフを！

【第２２２７回例会週報】２０１８年７月４日（水）

点 鐘 倉内 淳 会長 会務報告 倉内 淳 会長

○「ロータリーグッズ」リソースのご案内が届いています。
○トロント国際大会での参加人数は「175の国と地域から
24,000人以上」です。
○2021-22年度ガバナー（ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ）候補者推薦
の依頼
・締切 2018年9月3日（月）必着
・提出先 地区指名委員会（ガバナー事務所気付）
提出書類 ①ガバナー・地区指名委員長宛のクラブ幹事

からの正式な証明書
候補者を推薦する決議がクラブ例会で採択
されたことを明記
②候補者の略歴とロータリー歴
＊① ② 共に書式は自由です。

○地区ウェブサイト内全ページを常時ＳＳＬ化（https化）
○2018-19年度ガバナー月信はデータ（ＰＤＦファイル）
配信となります。
○ロータリー財団補助金は「地区補助金」と「グローバル
補助金」の2種類です。
名前は似てますが、申請書式や条件等が全く異なるので
ご注意を！
○（再送）2019-20年度地区補助金プロジェクトの申請書
類をグーグルドライブに保存してあります。
○米山梅吉記念館訪問ツアーのご案内が届いてます。
○ガバナー月信に関する連絡、相談は下記専用アドレスに。
fuminori.satoh.set@gmail.com
○ローターアクト卓話依頼のお願い
○ＲＹＬＡ受講生募集チラシ配布のお知らせ
○第55回インターアクト年次大会のお知らせが届いていま
す。
○「ハイライトよねやま」vol.219が届いています。
○米山卓話依頼のお知らせが届いています。
○9/1（土）米山梅吉記念館訪問ツアーのご案内が届いてい
ます。
○「若手の会」開催のご案内
・7/19（木）19:00～
・場所 KAI bal あきる野ルピア1Ｆ
・参加される方は7/11までに、当クラブ事務局まで
○2017-18年度地区財団活動資金収支報告が届いています。
○ロータリー文庫370号が届いています。
○「コーディネーターニュース」7月号が届いています。
○バギオだよりvol.67が届いています。
○武蔵野女子学院よりニュースレター№35が届いています。
○ＲＹＬＡの報告書が届いています。
○伊奈平苑より納涼会の案内をいただきました。

司会 酒寄 好夫 会場運営委員長
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出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 27名 87.88% 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）
見延 壽昭 会員（東大和ＲＣ）
○出席免除会員
波多野 稔 会員
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クラブ奉仕委員会
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＊倉内淳会長⇒波多野前会長、新海前幹事、1年間お疲れ様

でした。これから１年間比留間幹事と協力してクラブを
盛り上げていきたいと思います。

皆様のご指導、ご協力を宜しくお願いします。
＊比留間一義幹事⇒ついにこの日を迎えてしまいました。

1年間倉内会長の補佐として頑張りますので皆さん宜しく
お願いします。

＊藤野豊会員⇒倉内会長、比留間幹事、新ロータリー年度

の船出おめでとうございます。
＊宮﨑茂夫会員⇒今日から倉内会長、比留間幹事丸が出航

します。多摩分区も宜しくお願い致します。
＊荒井孝育会員⇒倉内会長、比留間幹事、新年度おめでと

うございます。
又、誕生日、結婚記念ありがとうございます。

＊野島征会員⇒倉内会長、比留間幹事、新年度スタートお
目出度うございます。

7月の誕生日お祝い頂きありがとうございます。
前年度、皆出席お祝い頂きありがとうございます。

＊木内敬三九会員⇒倉内会長、比留間一義幹事、一年間宜

しくお願い致します。私も地区行って来ます！！
＊佐藤貢会員⇒倉内会長、比留間一義幹事一年間宜しくお

願します。
＊酒寄好夫会員⇒新会長倉内様、幹事比留間様、1年間宜し

くお願いします。
＊内野均会員⇒倉内会長、比留間幹事、1年間宜しくお願い

します。青少年奉仕委員長として頑張ります。
＊波多野晃夫会員⇒倉内会長、比留間一義幹事、いよいよ

テイクオフですね。
素晴らしいフライトになるようにお祈り致します。

＊嶋田哲男会員⇒いよいよ倉内、比留間一義年度の始まり

ですね。共に一年間、頑張りましょう！
＊田中伸彦会員⇒倉内会長、比留間幹事、一年間頑張って

下さい。
＊金井一三会員⇒倉内新会長、比留間一義新幹事、1年間め

げずに ガンバッテ下さい。遠くから応援しております。
＊新海正人会員⇒倉内会長、比留間幹事、一年間のご活躍

期待いたします。頑張って下さい。
本年もよろしくお願い致します。

＊比留間重次会員⇒倉内会長、比留間一義幹事、理事役員
の皆様、今年一年宜しくお願いします。

＊宮﨑正巳会員⇒新体制のスタートのもと、一年間また宜
しくお願い致します。

＊田代和也会員⇒倉内会長、比留間幹事、新年度スタート

おめでとうございます。
会員相互の親睦が深まるよう一年間頑張ります。

宜しくお願いします。
＊宮崎恒夫会員⇒新しい年度のロータリー活動は、今迄通

り楽しみましょう。

◆ 今回計 １１７,０００円 累 計 １１７,０００円

ニコニコＢＯＸ （田代 和也 親睦委員長 ）

◇ 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 倉内 淳 ◎ 幹 事 比留間 一義 ○ 副会長 嶋田 哲男 ○ 副幹事 木内 敬三九
□ クラブ会報委員長 堀田 弘一郎 副委員長 見延 壽昭 委 員 野島 征 荒井 孝育 遠田 努 中澤 英雄

○倉内 淳 会長
年間スケジュールの説明

○比留間 一義 幹事
・予算の説明
・花火大会の協賛金は例年10万円ですが、今回は40回記念
大会の為、15万円の協賛で承認となりました。

○ロータリー財団委員会 野島 征 委員長
当クラブは150ドル以上を目標としました。
期日は10/31迄。
寄付の方法は、年次基金・ポリオプラス基金・恒久基金・
ロータリー平和フェロー基金について別紙を参考にご検
討願います。
尚、税制上の優遇措置があり、クラブより翌週、仮領収
書が発行となります。

○野島 征 ＩＭ実行委員長
ＩＭの予算案及びスケジュール案が出来てきました。
案内状は現在制作中で、プログラムは比留間孝司副委員
長のもと委員の皆様、検討願います。

○親睦旅行の案内 田代 和也 親睦委員長
9/11（火）大相撲観戦＆とうふ屋うかい
奮って会員、ご家族の皆様のご参加をお願いします。

○倉内 淳 会長
ガバナー月信が今年度よりネット配信となりました。
当クラブの週報もネット配信の予定です。

○事務局 金子さん挨拶
7月より事務局となりました。宜しくお願い致します。
（出勤日 火～金 9:00～15:00）

第１回 全員クラブ協議会

委員会報告

〇ゴルフ部 嶋田 哲男 部長
・スケジュールのご連絡
9/27（木） 立川国際カントリー倶楽部
10/ 5（金） 多摩地区親睦ゴルフ大会（当クラブホスト）

鳩山カントリークラブ
○田中 伸彦 会員
商工会主催の花火大会が8/25（土）開催されます。
今年は40回大会記念として4,000発の花火の打ち上げ計画
です。実行委員が後日、ご挨拶に伺います。

（ 田代 和也 親睦委員長 ）
☆ 誕生月おめでとうございます。
荒井 孝育 会員 野島 征 会員 佐藤 貢 会員
荒井 孝育 会員夫人 章子 さん
田代 和也 会員夫人 美幸 さん
波多野 稔 会員夫人 より子 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
荒井 孝育 会員

☆ 皆勤おめでとうございます。
比留間 孝司 会員 9年 見延 壽昭 会員 43年
宮﨑 茂夫 会員 10年 野島 征 会員 16年
新海 正人 会員 1年

〇7月ロータリー国際為替レート 1＄110円です。
○例会変更
・東京福生ＲＣ

7月18日（水）夜間例会
8月 8 日（水）祝日振替例会
8月15日（水）休会
8月22日（水）8/21（火）に振替

・東京東大和ＲＣ
7月31日（火）→7/29（日）移動例会

（納涼会 昭和記念公園ＢＢＱ）
○年間例会変更
東京本郷RC、東京城北RC、東京江戸川中央RC、
東京ベイRC、東京葛飾東RC、東京豊島東RC、
東京東江戸川RC

幹事報告 比留間 一義 幹事


