
【第２２４７回例会週報】２０１８年１２月５日（水）

『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！

本日の例会

例会場引越

次回の例会

クリスマス例会

フォレスト・イン昭和館

２０１８～１９年度ＲＩテーマ

東京武蔵村山ロータリークラブ事務局/例会場 武蔵ビル3Ｆ301Ａ/武蔵ビル2Ｆ平成の間 〒208-0004東京都武蔵村山市本町2-16-1

ＴＥＬ：042-520-3251/ＦＡＸ：042-520-3252 Ｅメール：t-mmrc＠crest.ocn.ne.jp ●例会日：毎週水曜日 12:30～13:30

司会 酒寄 好夫 会場運営委員長

点 鐘 倉内 淳 会長

〇崔 恩瑛 さん（米山奨学生）
宜しくお願いします。

来客紹介

斉 唱

君が代
我等の生業
ソングリーダー
比留間 孝司 会員

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 80.00% 90.32%→93.55%

出席報告続き…

〇事前メーキャップ
藤野豊会員（地区拡大増強セミナー）

○メーキャップ（第2245回例会）
嶋田 哲男 会員（地区拡大増強セミナー）

〇出席免除会員
宮崎 恒夫 会員、原田 友義 会員
榎本 昭 会員、波多野 稔 会員

会務報告 倉内 淳 会長

○12月「疾病予防と治療月間」に関するリソー
ス案内が届いております。

○「コーディネーターニュース」12月号が届
いております。

○バギオ基金より2017年度事業報告書と基金
へのご寄附のお願いが届いております。

○2018学年度米山記念奨学生期間終了式のご
案内
・日時：2019/2/19（火）受付13:30～
・場所：ホテルニューオータニ 「麗の間」

○「奉仕活動情報交換研究会」のエントリーが
12/28（金）迄となっております。
・各クラブでの多様な奉仕活動の情報を地区大
会でのパネル展示を予定

○地区国際大会推進委員より来年6月の国際大
会参加者人数の確認願いが届いております。

○ガバナー補佐エレクト懇親会・忘年会ご案内）
・日時：12/13（木）18時～
・会場：手だれ屋敷
・会費：8,000円（当日）

○第36回多摩分区交流会「若手の会」開催の
ご案内
・日時：12/20（木）19時より
・場所：ダイニングバーKAI拝島店 〆切12/12

四つのテスト 嶋田 哲男 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 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

＊見延壽昭会員⇒私の奥様の誕生日だそうです。親切なク

ラブで感謝しております。ありがとうございます。
＊酒寄好夫会員⇒妻の誕生日を祝って頂きありがとうござ

います。
＊齊藤孝喜会員⇒妻の誕生日をお祝い頂き有難うございま

す。
＊田中伸彦会員⇒結婚月を祝って頂き有難うございます。

＊佐藤貢会員⇒今年も無事に結婚記念日を迎えることが出
来ました。来年も頑張ります。

＊比留間孝司会員⇒結婚祝を頂きありがとうございます。

＊堀田弘一郎会員⇒お陰様で12/3リニューアルオープンを
迎える事が出来ました。引越等ご不便をおかけしました。

◆ 今回計 ３５,０００円 累 計 ５０５,０００円

ニコニコＢＯＸ （田代 和也 親睦委員長 ）

委員会報告

〇ロータリー財団 野島 征 会員
・34名中31名にご寄附を頂いております。
11月末時点 7,258㌦
あと3名はクリスマス会等でアプローチ致し
ます。

○引越について 嶋田 哲男 会員
・事務局荷物は前日に運びだします。
・12/12当日は主に2Ｆの用品を運びだす予定
です。ご協力の程お願いします。

○比留間 孝司 プログラム委員長
・バラエティに富んだプログラム予定したい。
・1/30 ライオン相談役
2/13 日本ボクシングコミッション試合

役員会会長
・100周年記念ピンバッジ決定

○田中 伸彦 会員（商工会会長）
・商工会50周年イベント 1/20（日）
ご協力宜しくお願い致します。

○親睦委員会 田代 和也 委員長
・クリスマス例会 18時～
フォレスト・イン昭和館 9Ｆ眺林
49名の参加予定です。
まだ空きがございます。

１.次年度役員決定について以下10名をはかり
決定
①指名委員会からの報告 11/21開催
会 長 嶋田 哲男 会員
幹 事 佐藤 貢 会員
副会長 新海 正人 会員（次年度会長予定）
副幹事 田代 和也 会員

②他の理事選出について
ＳＡＡ 野島 征 会員

内野 均 会員
宮﨑 茂夫 会員
比留間 孝司 会員
木内 敬三九 会員

会 計 堀田 弘一郎 会員以上理事役員10名

２.会長、幹事、副会長、副幹事挨拶
嶋田 哲男 次年度会長
慣れない中でいろいろ助けて頂いており
ます。これからも宜しくお願い致します。
新海 正人 次年度副会長
嶋田会長の姿を見て、役に立てるよう務
めていきます。

佐藤 貢 次年度幹事
入会4年目ですが、一つの経験をして一生
懸命頑張っていきます。

田代 和也 次年度副幹事
入会3年目ですが、頑張っていきます。

＜報告事項＞
①ＩＭ無事終了ありがとうございました。
②役員決定ありがとうございました。
③11/27商工会50周年事業へ会長として参加
④12/3西武信用金庫 村山支店オープン
⑤12/12引越 12/11事前運び出しがあるの
で手伝える方は宜しくお願いします。
・テーブル等について西武信金様が提供して
下さっております。ありがとうございます。
・駐車場は進藤園芸様に10台おけるのでそち
らを優先して使用して下さい。
大船渡寿司前の南側スペースもおけます。
⑥事務局佐川さん退職について
クリスマス例会の中で送別会を行います。

（ 宮﨑 茂夫 親睦委員 ）

☆ 誕生月おめでとうございます。
小澤 秀人 会員
見延 壽昭 会員夫人 武子 さん
酒寄 好夫 会員夫人 恵美子 さん
齊藤 孝喜 会員夫人 尚美 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
田中 伸彦 会員
佐藤 貢 会員

第６回 全員クラブ協議会

○来週は引越となり、本日が今年最後の例会場
での例会となります。
各自メールＢＯＸ中身をお持ち帰りをお願い
致します。

幹事報告 比留間 一義 幹事


