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2021年7月14日 第2334回 例会報告

本日のプログラム

7月２１日（水）

・ＺＯＯＭ勉強会

次週のプログラム

7月2８日（水）

・ＺＯＯＭ勉強会

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

～ 第2580地区多摩分区 ～

町田 清二 ガバナー補佐

赤木 盛一 分区幹事 来訪



・斉 唱 「奉仕の理想」

ソングリーダー：荒井 孝育 会員

・点 鐘 宮﨑 茂夫 会長

・進行 内野 均 会場運営委員

・町田 清二 多摩分区ガバナー補佐 （東京東村山RC）
多摩分区のガバナー補佐を拝命いたしました。
若林ガバナーと貴クラブの橋掛け役として、頑張っ
てまいります。1年間よろしくお願いします。

・赤木 盛一 多摩分区幹事 （東京東村山RC）
多摩分区幹事を務めさせていただきます。ガバナー
の考えを一つでも多く実現できるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

・来客紹介 宮﨑 茂夫 会長

・退会会員紹介 宮﨑 茂夫 会長

堀田 弘一郎 会員（退会）

7月1日付で異動になり
ました。異動先は、恵比
寿支店長と五反田支店
長兼務です。
ロータリークラブでは、い
ろいろ勉強させてもらい、
また、楽しい時間を過ご
させていただき、ありがと
うございました。

・出席報告 山田 義高 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 24名 83.33% な し

○事前メークアップ
・比留間 孝司 会員（地区ロータリー財団委員会）

・新入会会員紹介 宮﨑 茂夫 会長

比留間 健一 会員（入会）

福生支店から村山支店
長に異動してまいりまし
た。生まれも育ちも地元・
武蔵村山です。
ロータリーは初めてです
が、奉仕の精神をもって
頑張りたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

・誕生祝記念品贈呈

＊町田清二様（多摩分区ガバナー補佐）、赤木盛一様（（分区
幹事）⇒東京武蔵村山ロータリークラブの皆様この一年、宜し

くお願い致します。
＊宮﨑茂夫会長・倉内淳幹事⇒多摩分区ガバナー補佐町田

様、分区幹事赤木様、本日はご来会ありがとうございます。

緊急事態宣言の大変な年度のスタートとなってしまいましたが、
1年間宜しくお願いします。

＊榎本昭会員⇒妻の誕生日及び我々の結婚記念日をお知ら
せ頂きありがとうございます。ここで一句。

老妻に言いまかされて梅雨深し
＊藤野豊会員⇒町田ガバナー補佐、赤木分区幹事一年間ご

指導お願い致します。西武信金前堀田支店長大変お疲れ様
でした。新任の比留間支店長宜しくお願い致します。

＊波多野晃夫会員⇒町田ガバナー補佐、赤木分区幹事ようこ
そお越しくださいました。1年間宜しくお願い致します。

＊野島征会員⇒多摩分区ガバナー補佐町田様、分区幹事赤

木様、本日はようこそお越し下さいました。
一年間ご指導宜しくお願い致します。

＊堀田弘一郎会員⇒恵比寿支店に異動となりました。RCの皆
様と楽しいひと時を過ごすことが出来ました。御礼申し上げま

す。後任の比留間支店長を宜しくお願い致します。
皆様のご健勝を祈念申し上げます。

＊山田義高会員⇒誕生日をお祝い頂き有難うございます。
もう還暦から2年も経ってしまったかと思うと月日の経つのが早

いと感じます。
＊田中信彦会員⇒町田ガバナー補佐、赤木分区幹事一年間

ご指導宜しくお願い致します。

◆今回計 ５２，０００円 累 計 １８２,０００円

・ニコニコBOX報告 小澤 秀人 親睦委員

ニコニコＢＯＸ

バッジ授与



・会務報告 宮﨑 茂夫 会長

〇コーディネーターNEWS8月号

○ハイライトよねやま256号

○米山普通寄付のお願いが届いております。
・＠3,000円×31＝93,000円（振込済）

○ガバナー公式訪問、ワークショップ予定最新版
・ ワークショップ年間実施予定表
・ 公式訪問予定表変更

（ﾛｰﾀｰｱｸﾄ、RLI、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等変更追加）

○7/8ワークショップ動画を地区Youtubeチャンネ
ルに公開

・7月のワークショップには270名の登録！

○ロータリー文庫配信にお願い
・今年度も新たなユーザー名とパスワード（資料2記
載）を使いWebでの資料公開を実施

・資料を送付の場合は出来る限りPDFで。

○ロータリーの友8月号目次のご案内

○7/18の地区の献血行事は予定通り（新宿駅南
口、池袋駅）実施

○第2680地区高瀬ガバナーより「会員増強物語」
冊子（回覧）

〇東京本郷RCより創立30周年記念誌（回覧）

○地区ロータリー財団委員会
・7/13 ZOOM開催

○社協だより「こもれび」第255号

・幹事報告 倉内 淳 幹事

〇例会臨時変更
・東京東村山RC
7/15→ 内容を変更して

開催(食事無し)
於 八坂神社
点鐘１２：３０

7/22→ 休会(祝日)
7/29→ Zoom例会 開会点鐘１２：３０
8/ 5→ Zoom例会
8/12→ 休会(お盆休み：定款第7条第1節d項)
8/19→ Zoom例会
8/26→ 通常例会 開会点鐘１２：３０
＊7/１５を除き、緊急事態宣言期間内はZoom
形式となります。

・東京福生ロータリークラブ
7/28→夜間例会→通常例会に変更
＊8/22までの例会は時短ハイブリッド形式での
例会でお食事はお持ち帰り

＊例会予定はHP参照を。

・東京葛飾東RC（年間変更）、東京池袋RC（年間
変更）、東京江戸川中央RC、東京ベイRC

・委員会報告

１ ワークショップへの参加報告 倉内 哲 会員
7月8日オンライン開催
のワークショップ（研修
会）に、ズームで参加し
ました。内容は、ロータリ
アンにふさわしい服装、
人を動かす力の話等で
した。
人を動かすのは、最終

的には、その人の人間性だとのこと・・・等々でした。

２ 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）

先週お願いした寄付についての補足です。
寄付額280ドルは邦貨（日本円）では31,080円
（7月中）になります。

３ 観光まちづくり協会からお知らせ
内野 均 観光まちづくり協会会長

クラブから当協会に年会
費を支払っていただき、
ありがとうございました。
当協会では、ロケーショ
ンサービスを展開してい
ます。その一環で、武蔵
村山市役所を警察署に
見立てた「ハコヅメ」とい

うテレビ番組が、今夜10時から放映されます。
ぜひ、ご覧ください。
また、ロケーションサービスにご協力いただけるよ
うでしたら、よろしくお願いします。

会員さん集まっ
てきてます。

会長・幹事も急いで食事

例会前、お食事を摂
れる方から食事を始
めてます。



進行 宮﨑 茂夫 会長
7月12日から、東京都に四回目の緊急事態宣言
が発出されました。
従来、当クラブでは、緊急事態宣言下では例会を
休会にしてきましたが、そろそろ、ズームを利用し
たオンライン例会の導入も検討したらと考え、本日、
臨時に理事会を開催し、ズームの導入の適否に
ついて、協議してもらいました。いろいろ意見はあり
ましたが、結論は出ませんでした。
そこで、改めて「今後の例会の運営方法について」
皆さんにご意見を伺うために、プログラムを変更し、
全員クラブ協議会を開催させていただきました。
ズームを使ったオンライン例会の概要について、
倉内幹事の方から映像を使って解説してもらいま
すので、よろしくお願いします。
次回以降の２回の例会は、「ズームの勉強会」に
充てますので、よろしく。

説明 倉内 淳 幹事
前年度、地区で開催された講習会の資料（東京紀
尾井町RCの事例）に基づき、「ズームを活用したオ
ンライン例会の進め方」について、倉内幹事が解説。
概要は、次のとおり。
１ ズーム（ZOOM）って、何

ズームとは、離れた場所にいる人達が、パソコン
やスマホなどを使って、オンラインで会議などを

開催するために開発されたアプリケーション（応用
ソフト）である。

２ オンラインを活用した例会（会議）は、次の二つ
に分けられる。

①オンライン例会
全会員がズームで参加する例会。会員が、例会
場には集まらない。

②ハイブリッド例会
一部の会員は例会場で、その他の会員がズー
ムで参加する例会

３ 東京紀尾井町RCでの開催状況
緊急事態宣言下ではオンライン例会を、それ以
外の時期ではハイブリッド例会を開催。

４ オンライン例会開始前の準備
①理事会で、オンライン例会の取り扱いを検討。
②「みんなに公平か」の言動に照らし合わせ、情
報格差が発生しないように、参加者や事務局を
支援。

③具体的には、ズームに詳しい会員が、他の会員
を個別に指導・サポートしたり、会員向けに、ズー
ムの手順書を作成し、公開する等である。

５ オンライン例会の必要設備
①パソコン、②ズーム、③Wi-FiI（ワイファイ）

６ オンライン例会の開催方法
①パソコンの立ち上げに時間がかかる等のため、
例会の開催時刻は余裕をもって設定する。

②SAAメンバーが、オンライン例会の主催者にな
る。また、司会もSAAが担当する。

◇ 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

・第１回 全員クラブ協議会

７ オンライン例会での卓話
①会員の卓話
②全会員が、1分程度の近況報告や挨拶。
③写真のスライドショーや、会員による映像を流す。
④その他、クラブのアイデアで、自由に。

８ オンライン例会についての当クラブ会員の意見
①現在の例会をとりまく環境を考えると、導入につい
て少しずつ前に進めていかなければならないとは
思う。

②食事をしたり、フェースツーフェースの楽しみが失
われないように、してほしい。

・閉会の点鐘 宮﨑 茂夫 会長


