
『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２２２８回例会週報】２０１８年７月１８日（水）

点 鐘 倉内 淳 会長

会務報告 倉内 淳 会長

○「平成30年7月豪雨」災害支援金のお願い
・被災地区への送金金額や時期については慎重に判断
のうえ後日報告

・金額は任意

○委嘱状が届いています。
藤野豊会員、宮﨑茂夫会員、比留間孝司会員、
金井会員、木内会員

○第1回地区研修会のご案内
・8/9（木）PM15:00登録開始

15:30～
18:30～懇親会

・ホテルグランドパレス 2階
・申込締切 7/31（火）12:00厳守

○第2回多摩分区連絡会のご案内
・8/9（木）PM4:00～
・青梅スイートプラム

○東京麹町ＲＣが50周年記念事業で記念切手「END
POLIO NOW」を頂きました。

○ローターアクト広報委員会より卓話者派遣のお願い
が届いています。

○第17回ロータリー全国囲碁大会のご案内
・日 時 10/6（土） 9:30登録開始
・会 場 日本棋院本館1Ｆ 参加料 ￥7,000-

○米山奨学会より、2017-18年度寄付金が14億円越
えのお知らせとハイライトよねやまより220が届い
ています。

○「社協だより」こもれび第207号が届いております。

○青少年奉仕情報第30号が届いています。

司会 酒寄 好夫 会場運営委員長

斉 唱

奉仕の理想
ソングリーダー
原田 友義 会員

〇ゲスト
・波多野永一様（2017～18年度ガバナー補佐・東大和ＲＣ）
・金野眞一様 （ 〃 分区幹事・東大和ＲＣ）

ＩＭ開催に際し東京武蔵村山ＲＣの皆様には大変お世話
になりました。「梅の里再生」の支援も頂きありがとう
ございました。新年度にあたり倉内会長、比留間幹事の
ご活躍を祈念します。

・藤野 豊 様（2018～19年度ガバナー補佐）

・田中 重義 様（2018-19年度 東京東村山ＲＣ 会長）
・中條 基成 様（ 〃 幹事）

東京武蔵村山ＲＣはメーキャップや親睦ゴルフのライバ
ルで親戚のように感じています。新年度に入りました。
どうぞ宜しくお願いします。

・尾崎 誠 様（2018-19年度 東京東大和ＲＣ 会長）
・守重 勝弘 様（ 〃 幹事）

時代の変化もありますが、その中でベテラン会員の意見
を聞きながら新しい会員も、積極的に参加出来ることを
考えて運営していきたい。

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 23名 83.87% な し

〇事前メーキャップ
比留間 孝司 会員（東京丸の内ＲＣ）
宮﨑 茂夫 会員（東京青梅ＲＣ）
金井一 三 会員（地区青少年奉仕委員会）
○出席免除会員
波多野 稔 会員、榎本 昭 会員、宮崎 恒夫 会員

本日の例会

卓 話

4大奉仕委員会

次回の例会

全員クラブ協議会

２０１８～１９年度ＲＩテーマ
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＊波多野永一様・金野眞一様（前年度多摩分区ガバナー補
佐・前年度多摩分区分区幹事）一年間お世話になりまし

た。今後共宜しくお願い致します。
＊藤野豊様（多摩分区ガバナー補佐）・宮﨑茂夫様（多摩

分区分区幹事）1年間ご指導、ご協力お願い致します。
＊田中重義様・中條基成様（東京東村山ＲＣ会長・幹事）

倉内会長・比留間幹事年度おめでとうございます。

共に一年頑張りましょう。どうぞ宜しくお願い致します。
＊倉内淳会長・比留間一義幹事⇒前年度ガバナー補佐 波多

野永一様・分区幹事 金野眞一様、ガバナー補佐 藤野豊様、
分区幹事 宮﨑茂夫様、東村山ＲＣ会長 田中重義様・幹事

中條基成様、東大和ＲＣ会長 尾崎誠様・幹事 守重勝弘様
ようこそお越し下さいました。波多野様・金野様 一年間

お疲れ様でした。藤野ガバナー補佐、宮﨑分区幹事、田
中会長、尾崎会長、中條幹事、守重幹事一年間一緒に頑

張りましょう。
＊波多野晃夫前年度会長・新海正人前年度幹事⇒前年度の

多摩分区ガバナー補佐 波多野永一様、同分区幹事 金野眞

一様、一年間大変お世話になりました。東京東村山ＲＣ
会長の田中重義会長・中條基成幹事、並びに東京東大和

ＲＣの尾崎誠会長・守重勝弘幹事ようこそお越し下さい
ました。1年間どうぞ宜しくお願い致します。

＊野島征会員⇒波多野パストガバナー補佐、金野パスト分
区幹事・東村山ＲＣ会長 田中様・幹事 中條様、東大和Ｒ

Ｃ会長 尾崎様・幹事 守重様、本日はようこそお出で下さ
いました。

＊見延壽昭会員⇒例会へ出席致しましたら43年間の皆出席
だと知りました。随分元気で生きてこられたものだと感

心しています。これからも応援宜しくお願い致します。

＊齊藤孝喜会員⇒本日は沢山のお客様有難うございます。
＊田中伸彦会員⇒波多野前ガバナー補佐、金野前分区幹事

お世話になりました。東村山ＲＣ 田中会長・中條幹事、
東大和ＲＣ 尾崎会長・守重幹事宜しくお願い致します。

＊内野均会員⇒東京東村山、東大和 両クラブの皆様暑い中
ようこそお越し下さいました。先週9日～12日迄モンゴル

に行ってました。こちらと違ってモンゴルは寒かったで
すよ。朝青龍と会って来ました。

◆ 今回計 ６９,０００円 累 計 １８６,０００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

委員会報告

〇ロータリー財団 野島 征 委員長
・全協時に了承頂いた件、各自メールBOXに封筒が入っ
ています。期日は10/31迄となりますので、ご協力
願います。7月のロータリーレートは110円です。

〇前年度青少年奉仕 佐藤 貢 委員長
・7/9（月）青少年交換留学生セルヒオ君を波多野晃
夫パスト会長夫妻と東京駅ステーションホテルロビー
にてご家族に引渡ししました。尚、7/21成田空港
で新海前幹事、ホストファミリーの方と見送り予定
です。

○分区分担金の納入依頼が届いています。
○例会臨時変更
・東京秋川ＲＣ
8/ 2→例会取り止め①
8/16→例会取り止め
8/30→移動夜間例会 「アユの塩焼きを食べる会」
・東京東村山ＲＣ
8/16→休会（お盆休み）
23→24日（金）親睦移動例会
30→休会（定款第6条）

9/13→10（月）チャリティーゴルフ大会
○東京城東ＲＣ、臨海東ＲＣより例会臨時変更
・年間変更です。
（メーキャップに行かれる方は事務局へお問い合わせ
ください）

幹事報告 比留間 一義 幹事

卓 話

≪活動方針≫
親睦を深めることでロータリアンとしての仲間意識
を強め、奉仕に対する意義をさらに高める場創りの
活動をおこなう。また、職業奉仕・社会奉仕・国際
奉仕・青少年奉仕委員会、ロータリー財団、米山奨
学とも連携し親睦＝活力×ネットワークを実践する。

≪親睦委員会スローガン≫
親睦＝活力×ネットワーク

クラブ奉仕委員会
親睦委員会 田代 和也 委員長

先週からの各クラブ訪問もあと1クラブで終わります。
ガバナー月信が今日からネット配信になります。
「ロータリーの友」2018-19年度 国際ロータリー バ
リー・ラシン会長のメッセージを読んでご理解を頂け
ればと思います。今年度のガバナー月信が評価出来る
ところは、地区予定表が掲載され地区委員会の予定も
入っているので把握し易くなっています。
本年の私のテーマは、松坂ガバナーの「研修と活性化」
というテーマを踏まえ「行動と感動」としました。研
修により従来以上にＲＣの正しい知識・理解を深める
ことが大切です。そして、ひとりひとりが行動をして
頂きたい。そして、参加や寄付もそうですが行うだけ
でなく「感動」できるように、ひとりひとりがＲＣに
ついて勉強をして頂きたい。自分の得意とする奉仕活
動でもよいと思います。行動は自ら積極的にして終わっ
たあと感動できるようにしていきましょう。
ガバナー公式訪問が始まります。「計画・方針・将来
像」を検討しておく、またクラブの健康チェックの実
施と改善及び、どういうクラブを目指すか3年（中期
的）で考えておくとよいと思います。
1年間皆様のご指導・ご協力を宜しくお願い致します。

藤野 豊 ガバナー補佐

委嘱状授与

藤野 豊 会員、木内 敬三九 会員

武蔵村山市モンゴル視察団にＲＣとして参加


