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2021年9月1日 第2339回 例会報告

全員クラブ協議会 ＜オンライン（ZOOM）＞

本日のプログラム
9月8日（水) zoom開催

・卓話

「会員増強について」
田中 伸彦 会員増強委員長

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

次週のプログラム
9月15日（水） zoom開催
・卓話「50周年記念式典について」
藤野 豊 50周年記念式典実行委員長
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

・進行 阿久津 圭吾 会場運営委員

・今月のお祝い 阿久津 圭吾 会場運営委員
（ 新海 正人 親睦委員長 ）

☆ 誕生月おめでとうございます。
榎本 昭 会員
遠田 努 会員
比留間 孝司 会員夫人 敦子さん
宮﨑 恒夫 会員夫人 静江 さん
薄井 政光 会員夫人 初江 さん
倉内 哲
会員夫人 早苗 さん
☆ 結婚月おめでとうございます。
薄井 政光 会員 齊藤 孝喜 会員
☆ 皆勤おめでとうございます。
新海 正人 会員 2年

・点 鐘 宮﨑 茂夫 会長

・会務報告 宮﨑 茂夫 会長

9月に入りましたが引き続き、緊急事態宣言が
出されてますので、前回同様にオンラインで
の例会を開催させて頂きました。
前回、初めての完全オンライン例会は不安で
はありましたが、倉内幹事のお骨折りにより
28名参加と大勢の会員の方に出席頂きました。
暫くは、このようなオンラインでの例会開催
となりますが宜しくお願いします。

・出席報告 阿久津 圭吾 会場運営委員
会 員 数

31名

出席者数 出 席 率

2４名

100%

前々回出席率修正

な し

＊緊急事態宣言発令間の例会は全て出席扱い
と、理事会にて承認されております。

9/1（水）10:30～ 理事会が開催されました。

＊『事前に資料がメール配信されてますので、出力してご
覧下さい。』

○上期地区人頭賦課金請求書（215，500円）が
届いております。（⇒資料①
○佐賀・長崎豪雨災害支援金のお願い
（締切9/17）⇒資料②
○広島豪雨災害支援金のお願い
（締切9/17）⇒資料③
○コーディネーターNEWS9月号⇒資料④、⑤
○米山梅吉記念館より館報38号及び賛助会員登
録のお願い⇒資料⑥、⑦
○オープン例会ウイークについて⇒資料⑧～⑨
・緊急事態宣言延長の可能性もあり実施内容や開
催時期については各クラブでの最終判断を。
（対面実施・ZOOM実施等や食事をどうするかなど）
・2022年2/14～の周をオープン例会リベンジウイー
クとするが、クラブの都合の良い日での実施で問
題なし。
・実施内容はどこかのタイミングで地区へ報告
・会員候補の食事代の支援は予定通り実施。
（詳細は後日）
○9/9開催ワークショップ案内（再）と進行表が届い
ております。⇒資料⑩～⑬
○8/27（金）16-17時の「国際奉仕やグローバル
補助金プロジェクトに挑戦しよう」ラウンジチャット
（座談会）紹介動画を地区You Tube公開
https://youtu.be/LVfR12KNR5M ⇒資料⑭、⑮
もうすぐチャンネル登録者数が100名です。
○日本事務局在宅勤務延長⇒資料⑯
・9/1～9/30
○プレPETS第1クールに関する連絡及び第1クー
ル事前質問 （比留間一義次年度会長）
・開催日時：9/3（金）14:30～

・幹事報告 倉内 淳 幹事
〇ゴルフ部事務局 田中 伸彦 会員

〇例会臨時変更のお知らせ
・東京福生RC
9/1（水）⇒休会
9/8（水）⇒休会
・東京江戸川中央RC
9/2（木）⇒オンライン例会
9/9（木）⇒オンライン例会
・東京東江戸川RC
9/7（火）休会
〇会費未納の方は、宜しくお願いします。

・分区親睦ゴルフの申し込みは現在2名ですので
9月中に事務局までＦＡＸしていただけますようお
願いします。
○職業奉仕委員会 宮﨑 正巳 委員長

・9月29日の例会卓話『創業者の想い』薄井会員
です。

・委員会報告
○クラブ会報委員会 波多野 晃夫 委員長

・第３回 全員クラブ協議会

・卓話/告知・ＰＲされる方は出来るだけ事前に（発
表週の月曜日までに）事務局に資料/原稿の提出
をお願いします。
○親睦委員会 新海 正人 委員長

宮﨑 茂夫 会長
１.オープン例会日程（10月25日夜間）の件
地区より開催時期・方法については各クラブの判
断で良いとのことなので、公共イメージ向上・会員
増強のために開催する目的から考えると延期して
地区が2月14日の週をリベンジウィークとするので、
2月16日に延期して講師との調整を図ることとしま
した。
2.佐賀・長崎、広島豪雨災害への支援金について
各￥30,000で2口をクラブ予算から支出します。
3.緊急事態宣言下の例会運営について
9月12日以降も緊急事態宣言が続くかもしれない
ので、状況を考えて9月末まではオンライン例会で
開催することとします。
時間は昼食時間をずらして11時～12時に開催し
ます。
詳しくは後日、案内を出させて頂きます。

・ニコニコの入金は対面例会が出来るようになったら
お願いします。

ニコニコＢ ＯＸ

4.新入会員推薦の件
前回、8月4日の理事会で会員増強委員会 田中
委員長より3名の推薦カードが出され、昨日までに
反対の意見が無いので、本日付けで承認というこ
とになりました。
田中委員長入会に向けて宜しくお願いします。

5.50周年記念式典の件
・50周年記念式典実行委員会
藤野 豊委員長

本日、皆さんにアンケートをＦＡＸ配信させて頂き
ましたので皆様の知恵・意見を1行でも良いのでお
聞かせください。
アンケートの返信は9月8日（水）までに事務局へ
お願いします。
アンケートの結果を踏まえて9月15日（水）の例会
卓話でお話しします。
・宮﨑会長より
早めに事業を決めて実行に移していきたいと思い
ます。

倉内淳幹事：酒寄さ～ん！！
酒寄好夫会員：ハイよ！！
島田さ～ん！！
？？？？？？？
ၟ 退出してました。
隣が嶋田さんの会社だから逢いに行っ
てきま～す。

倉内淳幹事：野島征会員なにかありませんか？
野島征会員：50周年のアンケートは漠然として分か
りにくいかもしれませんので、私なりの
考え方として、40周年から50周年を
顧みての反省や経験を踏まえて50周
年から60周年に向けた事業を開催し
たら良いと思います。

倉内 淳 幹事
時間があるので一言お願いします！
嶋田哲夫会員：金曜日から入院します。

倉内淳幹事：頑張ってください！！
来週の例会は出れないかな？
嶋田哲夫会員：wifi環境によりますが参加したいと
思います。
倉内淳幹事：宮﨑恒夫会員の﨑は「大」では無く「立」
だったんですね！！
宮﨑恒夫会員：分かるからどっちでも良いですヨ(笑)

倉内淳幹事：前回例会の感想アンケートを数人か
ら頂きました。
通常に戻ってもハイブリッド形式の例
会を取り入れたり、出張などで近くにい
ない会員のオンラインでの参加も認め
たらとの意見もあり今後に生かしてた
いと思います。
来週からの例会は11時～12時となり
ます。10時30分頃から入室できるよ
うにしたいと思います。
次回例会/告知
・9月8日（水）11時～12時 【オンライン例会】
卓話：田中伸彦
会員増強委員会委員長『会員増強について』

・閉会の点鐘 宮﨑 茂夫 会長

本日の例会を終了します。
有り難うございました。
◇ 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

