
2021-22年度クラブ会報 第１号 2021年7月14日発行

2021年7月7日 第2333回 例会報告

本日のプログラム
7月14日（水）

卓 話

「四大奉仕委員会 活動方針」

次週のプログラム
7月21日（水）

・卓 話

「クラブ奉仕委員会 活動方針」

東京武蔵村山ロータリークラブ

Weekly Report

2021～22年度国際ロータリー会長テーマ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

RI会長 シェカール・メータ

２０２１～２２年度東京武蔵村山ロータリークラブテーマ

クラブの未来を築くために行動しよう

第５０代会長 宮﨑 茂夫

２０２１-２２年度がスタート

宮﨑会長・倉内幹事コンビ 二度目の船出！！

◇ パスト会長バッジ贈呈◇ 木槌の譲り渡し

◇宮﨑茂夫会長、倉内淳幹事



・斉 唱 「君が代」/奉仕の理想」

ソングリーダー：阿久津 圭吾 会員

・四つのテスト・ロータリーの目的

発声者：宮﨑 正巳 会員

・出席報告 内野 均 会場運営委員

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

31名 22名 75.86% な し

2回目の登板です。
第50代の会長として頑張りますので、よろしく。

☆ 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 11 年

宮﨑 茂夫 会員 12 年

☆ 誕生月おめでとうございます。

野島 征 会員

荒井 孝育 会員

佐藤 貢 会員

山田 義高 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

・点 鐘 宮﨑 茂夫 会長

・進行 後藤 正次 SAA ・今月のお祝い 新海 正人 親睦委員長

久しぶりの食事

ロータリーソング斉唱



・会務報告 宮﨑 茂夫 会長

〇比留間孝司会員に委嘱状が届いております。
・地区資金推進委員長、地区青少年奉仕委員、
地区近未来構想委員ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

〇2021-22年度ガバナー月信7月号
・次年度はガバナー事務所からの印刷した月信の
各会員への配布はございません。

・月信印刷、データー版ご希望の方は事務所まで

〇コーディネーターNEWS7月号

〇バギオだよりVol.85

〇2024-25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）候補者推薦のお願い

〇2021年7月静岡県豪雨災害支援金のお願い
・金額は任意ですが、一人500円以上のご支援を。
（クラブで取り纏め）

〇ロータリー希望の風奨学金10年のあゆみ冊子が
届いております（回覧）

〇日本のロータリー100周年を記念しロータリーの
友事務所が「100年史」を発行。
クラブへは1セット贈呈（例会時回覧）。
購入希望者へは先着順で予約販売あり
（1ｾｯﾄ6,600円）購入希望者は事務局まで

〇地区ポロシャツ3Lサイズの追加販売
（4サイズ展開となりました）

〇新宿駅南口献血会のお知らせ
・7/18（日）10-16時に新宿駅南口に献血バスを
手配し献血会を行います。
今回は東京ワセダRCと東京ワセダRACを中心とし
て実施し、中央分区のロータリアンやローターアク
ターの皆さんが協力。中央分区以外の方々にも、
献血にご協力をお願いします。

・次年度は各分区での献血会の実施を提案。
視察も歓迎です。（地区のポロシャツや、のぼりの
現物や広報誌や除菌スプレー等献血会用に準
備したグッズもご覧いただくことが可能）

〇2020-21年度第2580地区DDF（地区財団資
金）収支総括表

〇今期の第2580地区インターアクト年次大会中止

〇国際ロータリー日本事務局
・7/30まで在宅勤務延長

〇ロータリーの友事務所7月の体制について
・事務所運営→時差出勤及び在宅勤務
問合せ対応10時～17時

・編集部、管理部→メールでの問合せ対応

〇ZOOM開催ワークショップのご案内
・日時：7/8（木）16～18時
・入会3年未満の方々に向けた企画ですが入会
3年以上の方、クラブ役員の皆様、次期地区役
員・委員の方々にもご案内

＊宮﨑茂夫会長⇒本日第50代の会長を受け受けることになり、

身の引き締まる思いで一杯です。倉内幹事並びに皆様にご協

力いただき1年頑張ります。宜しくお願い致します。
また皆勤13年が達成出来、有難うございました。

＊倉内淳幹事⇒新海直前会長、田代直前幹事1年間お疲れ
様でした。幹事として宮﨑会長と共に一生懸命努めさせていた

だきます。宜しくお願い致します。
＊新海正人会員⇒宮﨑茂夫会長、倉内淳幹事1年のスタート

ですね。頑張って下さい。コロナ感染も一進一退です。特に前
半戦は慎重に行きましょう。本年も宜しくお願い致します。

＊田代和也会員⇒宮﨑会長、倉内幹事のゴールデンバッテリー
の再登板楽しみです。色々大変な1年間になるかと思います。

身体は十分気を付けて下さい。

また、妻美幸の誕生日にクラブからお祝い有難うございます。
＊野島征会員⇒本日は七夕祭り。織姫と彦星の天の川の逢瀬

の日。宮﨑会長・倉内幹事の船出にボンボヤージ！又、誕生
祝を有難うございます。今年は❝喜寿の祝い❝という事で格別に

感慨深いものがあります。この頃つくづく❝人生って❝何だろう？
と哲学的思いが去来します。

＊荒井孝育会員⇒誕生祝、結婚祝を頂き有難うございます。
実は私自身で妻宛にお花を送りました。妻が涙を流して喜んで

くれたのでサプライズ成功しました。ロータリーでの学びが生き
ています。有難うございます。

＊田中伸彦会員⇒宮﨑会長、倉内幹事2回目の会長、幹事ご
苦労 様です。一年間頑張って下さい。

＊内野均会員⇒宮﨑会長、倉内幹事1年間宜しくお願いします。

今年度は懇親会したいですね。
＊佐藤貢会員⇒宮﨑会長、倉内幹事1年間宜しくお願いします。

誕生日を祝って頂き有難うございます。
＊酒寄好夫会員⇒宮﨑茂夫会長、倉内淳幹事一年間宜しくお

願い致します。
＊後藤正次会員⇒宮﨑会長、倉内幹事1年間宜しくお願いしま

す。長らく出席してませんでした。今後出席するよう努力します。
宜しくお願いします。

＊薄井政光会員⇒誕生月を祝って頂き有難うございます。
＊宮﨑正巳会員⇒新しい年度のスタートに当たり宮﨑茂夫会長、

倉内淳幹事には1年間宜しくお願い致します。

＊倉内哲会員⇒宮﨑会長、倉内幹事一年間宜しくお願いしま
す。

＊比留間一義会員⇒宮﨑会長、倉内幹事1年間宜しくお願い
致します。

＊比留間孝司会員⇒宮﨑茂夫会長、倉内淳幹事1年間宜しく
お願い致します。また、皆勤祝を戴き有難うございます。

＊波多野晃夫会員⇒宮﨑、倉内丸いよいよ2回目の航海です
ね！コロナ禍という嵐の中の出航ですが、その向こうには穏や

かな海が広がっています。航海を楽しみながら私達会員を目
的港まで運んで下さい。

会長、幹事そして理事の皆さん1年間宜しくお願い致します。

＊嶋田哲男会員⇒宮﨑会長、倉内幹事、本日より新しい年度
おめでとうございます。お二人がニ度目のペアを組まれて、野

島会員がヤキモチを焼かれている姿が目に浮かびます。
宮﨑、倉内年度を楽しみにしています。

また、早く例会に参加したいと切に思っています。
＊藤野豊会員⇒宮﨑茂夫会長、倉内淳幹事コロナ終息せずの

中、スタートしますね。宜しくご指導下さい。本日は残念ながら
欠席します。すみません。

◆今回計 １３０，０００円 累 計 １３０,０００円

ニコニコＢＯＸ

・ニコニコBOX発表

酒寄 好夫 親睦副委員長/倉内 哲 親睦委員



・第１回 全員クラブ協議会

１ 報告事項 報告 宮﨑 茂夫 会長
① 西武信用金庫村山支店長・堀田弘一郎会員
が7月1日付の人事異動により退会され、後任の
支店長・比留間健一さんが入会されました。

② 東京東村山RC、東大和RC及び武蔵村山RC
（TRC）の合同例会は、今年度は中止とし、次年度
から東大和RCがホストクラブとなり、再開する予定
です。

③ 懸案であった放送設備、パソコン、プロジェクター
等の設備機器を一新しました。

２ 協議事項
① 当クラブの創立50周年記念式典について

野島 征 50周年記念式典実行委員会幹事
当クラブの式典予定日を来年の6月15日として検
討を始めたところ、東京東大和RCが50周年記念
式典を５月28日に開催することが判明しました。
隣接するクラブで3週間内に二つの記念式典を開
催することは常識的に考えられず、合同開催にし
たらどうか、という意見が出され、東大和RCに声
掛けをし、合同開催の可否について打診をしてい
ます。7月中には東大和RCから回答をいただける
ことになっていますので、回答を得た後に、改めて
日程等についても検討することになります。以上、
経過報告です。

② 今年度「年間プログラム実施計画」について
田代 和也 プログラム委員長

配布された「年間プログラム実施計画」に基づき、
説明された。特に質疑はなし。

③ 前年度の決算について
田代 和也 前年度幹事

配布された資料に基づき、説明された。特に質疑
はなし｡
決算書は、次のとおり。
収入、予算額 11,273,056円、決算額 11,708,821円
支出、予算額 11,273,056円、決算額 8,137,446円

差引残高 3,571,375円
④ 組織表の一部変更について

倉内 淳 幹事
堀田弘一郎会員の退会及び比留間健一さんの入
会に伴い、情報委員会の委員長に荒井孝育会員
を、同副委員長に比留間孝司会員を、そして同
委員に比留間健一会員を、また、クラブ会報委員
会の副委員長に佐藤貢委員を、比留間孝司副委
員長を同委員に選任しました。新組織表配付。

・幹事報告 倉内 淳 幹事

〇7月ロータリーーレート
・1㌦111円

〇例会臨時変更
・東京青梅RC
7/6・7/20→例会場変更
（新町御嶽神社社務所、お弁当あり）
7/13・7/27→例会取止（コロナ感染予防）

・東京秋川RC
7/29夜間例会→通常例会に変更

・例会年間変更
東京小平RC・東京板橋セントラルRC、
東京ベイRC、東京東江戸川RC、
東京城東RC

〇阿久津会員、倉内哲会員、井上会員、山田会
員、の会員プロフィールがメールBOXに入っており
ます。各自お持ちの会員プロフィールのバインダー
に綴じて下さい。

〇事業計画書に掲載する会員名簿のご確認お願
い

・訂正がある方は訂正を。訂正のない方は確認済
の しるし を記載下さい。

・委員会報告

１ ロータリー財団への寄付について
内野 均 国際奉仕副委員長（R財団担当）

集金袋を配付いたしましたので、寄付についてご
協力ください。内訳は、年次基金、恒久基金、ポリ
オプラス基金及びロータリーフェロー基金を併せて、
合計280ドル（以上）となります。全員寄付を目指
していますので、よろしく。

２ 米山奨学会への特別寄附について
野島 征 国際奉仕副委員長（米山奨学担当）

集金袋を配付いたしましたので、1万円以上（1万
円単位）の寄付についてご協力ください。特別寄
付の累計が10万円になると、米山功労者となり、
クラブの事業計画書に登載されます。

３ クラブ会報委員会からのお願い
波多野 晃夫 クラブ奉仕委員長

クラブ会報の正確性を確保し、また、原稿作成の
負担を軽減するため、例会での発言については、
その要旨（メモ）をクラブ会報委員に提出してくださ
るよう、お願いします。

4 ゴルフ部からのお願い
比留間 一義 ゴルフ部長

ゴルフ部長として3年目になります。
今年度は、コンペを2回実施する予定で、年会費
1万円は来週から集金します。
ご協力よろしくお願いします

。
◇ 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 宮﨑 茂夫 ◎ 幹 事 倉内 淳
○ 副会長 比留間一義 ○ 副事 荒井 孝育
□ クラブ会報委員長 波多野晃夫 副委員長 佐藤貢

委員 比留間重次、比留間孝司、比留間一義

東京武蔵村山ロータリークラブ

事務局/例会場 西武信用金庫村山支店2階
〒208-0004東京都武蔵村山市本町2丁目91-1
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


