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2021年7月21日 第2335回 例会報告

本日のプログラム

7月28日（水）

・卓話 齊藤 孝喜 会員

「創業者・経営者の想い」

次週のプログラム

8月４日（水）

・全員クラブ協議会

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

東京東大和ロータリークラブ

高木 裕 会長

安部 琢正 幹事

虎井 廣志 50周年実行委員長 来訪



・斉 唱 「奉仕の理想」

ソングリーダー：薄井 政光 会員

・点 鐘 宮﨑 茂夫 会長

・進行 内野 均 会場運営委員

・高木 裕 会長（東京東大和RC）
年度始めのご挨拶に伺いました。
創立50周年を機に、クラブをど
んな方向に進めていけばいいか
考えてみたいと思っています。
1年間よろしくお願いします。

・安部 琢正 幹事
（東京東大和RC）

2回目の幹事を務めることにな
りました。
会員を増やして楽しいクラブに
していきたいと思います。
１年間よろしくお願いします。

・虎井 廣志 50周年実行委員長
（東京東大和RC）
創立５０周年記念事業につい
て、いろいろと頭を悩ましてい
ます。
1年間頑張りますので、よろしく
お願いします。

・来客紹介 宮﨑 茂夫 会長

・出席報告 阿久津 圭吾 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 82.76% な し

＊高木裕様・安部琢正様・虎井廣志様（東京東大和RC会長・

幹事・50周年実行委員長）⇒宮﨑会長・倉内幹事1年間お世
話になります。お互いに50周年楽しい年になりますように。

＊宮﨑茂夫会長・倉内淳幹事⇒東京東大和RC会長高木裕様、

幹事の安部琢正様、50周年実行委員長の虎井廣志様ようこ
そお出で下さいました。今年度も宜しくお願い致します。今年

度は両クラブで50周年を迎えます。
合同で出来れば良いですね。

＊野島征会員⇒東京東大和RC会長高木裕様、幹事安部様、
50周年実行委員長虎井様、本日はようこそお越し下さいま

した。本年度どうぞよろしくお願いします。

◆今回計 １８,０００円 累 計 ２００,０００円

・ニコニコBOX報告 井上 昇一 親睦委員

ニコニコＢＯＸ



・会務報告 宮﨑 茂夫 会長

〇多摩分区分担金納入
のお願い

・＠3，000円×31名＝93,000円

○ヒューストン国際大会の動画紹介
・ウェブサイトよりダウンロード可能

○オープン例会ウイーク エントリーシート及び卓話
者リスト
・エントリーシート 〆切7/30

○地区委員への卓話依頼書統一書式での提出の
お願い

・地区委員への卓話依頼の統一書式を作成したの
で今後は統一書式でのご依頼を。

○東分区IM開催案内（ハイブリッド形式）
・日時：9/13（月）13時登録開始
・ZOOM参加者（無料）は事前登録を。

○水辺の美化プロジェクト
・日時：9/12（日）
・ホストクラブ：東京ワセダRAC
・活動時間は一時間程度

○第19回ロータリー全国囲碁大会
・日時：10/2（土）9時30登録開始
・会場：日本棋院本院1階
・参加料：7,000円（昼食、賞品代等含む）
○2020-21年度多摩分区決算書

○2021-22年度RLI講習予定表

○入会5～10年程度の方々に向けたワークショッ
プ（ハイブリッド開催）

・日時：9/9（木）15時30分～18時
・場所：東武ホテルレバント東京（対面30名限定）
・登録料：ZOOM⇒1ｸﾗﾌﾞ1,000円、
対面⇒4,000円 〆切8/27

○プレPETS開催案内
・第1クール（ZOOM） 9/3（金） 第2クール（ ZOO
M ）11/8（月） 第3クール（対面） 2/2（水）

・幹事報告 倉内 淳 幹事

〇例会臨時変更
・東京東大和RC
8/21（土）夜間例会中止

＊8/17までの例会は「ハイ
ブリッド形式」で実施。例会
場参加の場合はお食事付

・東京本郷RC、東京東江戸
川RC

○比留間健一会員の会員プロフィールが各自メー
ルBOXに入っているのでお配りしてあるファイルに
綴じて下さい。

○次回の例会はハイブリッド形式で、それ以降はオ
ンライン例会になります。

・委員会報告

○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

再度のご案内です。
武蔵村山市役所を警察
署に見立てたテレビ番
組「ハコヅメ」が、今夜も
午後10時から放映され
ます。
ぜひ、ご覧ください。

・卓 話 ZOOM(ズーム）勉強会

講師 倉内 淳 幹事

・本日の例会の形態は、この例会場への出席と、
ズームによる参加の、いわゆる「ハイブリッド例会」
である。
（例会場で大勢の会員が、同時にズームを使って
しまい、インターネットが遮断されるという、ハプニン
グがあった。）

・ズームへの招待メールが事務局から送信された場
面から、ズームで例会に参加する手順（接続の仕
方）について説明。

手順は、
① 事務局から送信されたメールを開き、「ズームミー

ティングに参加する」のリンクをクリックする。
② 画面が切り替わったら、「ビデオ付きで参加」のボ

タンを押す。
③ これで、ズームに参加している状態になる。

・その後、実際にズームで参加している会員との間
で、倉内講師が会話のやり取りを行った。

・ズームを使うときは、ヘッドホンを利用するようにし
た方がよい。

・ズームに関して不明な点は、私、倉内のほか、
佐藤会員、荒井会員などに、遠慮なく聞いてほし
い。



◇ 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

・閉会の点鐘 宮﨑 茂夫 会長

司会のお二人もタイミングを見
計らって食事をとります。

親睦委員 受付ご苦労様です。

初めて挑んだハイブリッド例会。
ホストPCでのZOOM操作対応も
初体験。

本
日
の
お
弁
当

ZOOM参加会員が映ってます。

ZOOM画面で例会場が映ってます。

こちらのPCで例会場をZOOM撮影。
荒井会員、頑張ってます。


