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3月16日（水 ） オンライン例会

50周年記念事業について

2022年3月9日 第2360回 例会報告 ＜オンライン例会＞

次回プログラム

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

3月30日 （水）

卓話 山﨑 泰大 武蔵村山市長
やすひろ

全 員 ク ラ ブ 協 議 会



・点 鐘 宮﨑 茂夫 会長

・進行 後藤 正次 SAA

・出席報告 後藤 正次 SAA

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

30名 22名 78.57% な し

本日はオンラインでの例会を開催させて頂きますの
で宜しくお願いします。

・今月のお祝い 新海 正人 親睦委員長

☆誕生月おめでとうございます。
３月
藤野 豊 会員 齊藤 孝喜 会員
波多野 健 会員
宮﨑 茂夫 会員夫人 延枝 さん

☆ 結婚月おめでとうございます。
３月
酒寄 好夫 会員 倉内 淳 会員

○嶋村ガバナーエレクトより、次年度会長・幹事、比
留間孝司次年度地区青少年奉仕部門長・危機
管理委員会委員・学友フェローズ委員会委員、佐
藤貢次年度公共イメージ部門公共イメージ委員
会 アースデーチーム委員に贈り物が届いてます。

○ガバナー月信3月号

○ガバナーエレクトメッセージ3月号

○3月水と衛生月間リソースのご案内

○2022年ヒューストン国際大会に関するお知らせ
・6/4～8直接対面式で開催
・参加者は全員ワクチン完全接種
・到着72時間の陰性結果提出
・2/28までの登録者は495米㌦の特別料金の適用

○6/5開催ヒューストン国際大会「国際ロータリー第
2580地区ガバナーズランチョン」中止

○ハイライトよねやま263

○コーディネートNEWS3月号

○バギオだより3月号

○「ロータリーの友」目次案内_2022年3月号

○『ロータリーの友』購読料改定のお知らせ
・2022年7月号から『友』誌が値上がり
6月まで：1冊220円／税込（本体価格200円）
7月から：1冊275円／税込（本体価格250円）

○ロータリーの友事務所3月末迄感染対策を講じた
運営

○シトラスリボンプロジェクトご案内
・シトラスリボン・プロジェクトとは
2020年4月に愛媛県の有志が始めたプロジェクト。
愛媛県の特産品である柑橘色のリボンを身に着け
ることで、医療従事者や感染者への偏見をなくし、
温かい空気を広げようとする啓発活動。
（リボン1個150円～200円）

○第43回バギオ訪問交流の旅 ツアー募集の再開

○第53回地区年次大会「為善 楽」ご案内
・日時：5/7（土） 13時受付開始
・場所：タワーホール船堀2階イベントホール
・式典はYouTubeでの限定配信あり

○「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
・日時：5/14（土）9:30登録開始
・場所：市ヶ谷の日本棋院本院1階対局室
・参加：7000円（昼食代、賞品代等含む）

・会務報告 宮﨑 茂夫 会長



○トンガ王国海底火山大規模噴火への支援金のお
願い 〆切3/18（金）

・金額は任意（可能であれば1，000円以上）

○ロータリー希望の風奨学金ご支援のお願い

○ウクライナへの支援金のお願い
㊟ロータリー財団からの寄付となり、PHF(年次基金）
認証の対象となります。

○地区大会フォトコンテスト オンライン投票のお願
い

・手順⇒別紙参照
・投票期間3/31（木）13 時まで
・投票一人1回

○地区人頭賦課金 209，600円

○地区研修協議会ご案内
・日時：4/15（金）受付開始12:30 開会13:30
・開場：ホテル椿山荘
・対象：次年度地区委員、次年度会長（会長不可）、
次年度幹事、次年度（クラブ奉仕委員長、職業
奉仕委員長、社会奉仕委員長、、国際奉仕委員
長、青少年奉仕委員長、ロータリー財団委員長、
米山奨学委員長、ポリオデー・アースデー担当者、
クラブ研修ﾘｰﾀﾞｰ）

○【嶋村G年度】3/12(土)PETS&地区チーム研修
セミナーご案内（Zoom）
（会長エレクト・次年度地区委員(比留間孝司・佐
藤)

・日時：3/12（土）10時～17時30分 〆切3/7

○東村山RC2/24開催予定55周年記念式典中止
・まん延防止等重点措置の延期を受け、収束の様
子も見られない事から、延期ではなく創立５５周
年記念式典を取りやめ

・会員のみで記念例会として行なう

○東京小石川RC3/25開催予定50周年記念式典・
祝賀会中止

○2/24開催次年度地区公共イメージ委員会会議
資料（佐藤）

○第二回次年度地区インターアクト委員会Zoom開
催（比留間孝司）

・日時：4/4（月）15時～17時

○次年度多摩分区準備連絡会
（次年度会長・幹 事）

・日時：3/8（火）16時～
・場所：立川グリーンスプリングスE1 6階

○訃報 福生RC祖父江重夫会員2/12ご逝去
・通夜、葬儀はご家族にて執り行う

○機関誌こもれび229号
・誌面に社会福祉協議会に寄付をした時の写真と
記事が掲載

・幹事報告 倉内 淳 幹事

○3月ロータリーレート1㌦116円

○RLIパート2講習開催のご案内 〆切2/25
・日時：3/6（日）9:00登録開始
・場所：沖縄男女共同参画センターてぃるる

○RLI卒後コース 講習開催のご案内 〆切3/1
・日時：3/9（水）12:30登録開始
・会場：東武レバントホテル東京

○RLIパートⅢ講習開催 〆切3/18
・日時：4/3（日）9時登録開始
・場所：沖縄男女共同参画センターてぃるる

○RLI第2回DL資格取得セミナーご案内〆切4/15
・日時：4/25（月）9時登録開始
・会場：東武レバントホテル東京

○【勉強会動画限定公開】公益社団法人チャンス・
フォー・チルドレン 今井悠介代表理事

○1月実施のワークショップ「日常における職業奉仕
の実践その2」前編、後編の動画公開

○2月9日実施のワークショップ”公共イメージとデジ
タル化推進のワークショ ップ”動画公開

○2月のワークショップ 乳原佳代様 印象戦略『見
せるということ』動画公開

○2/18 にバーチャルで実施した 2022-23 年度
地区研修セミナー、服部陽子（ロータリー公共イメー
ジコーディネーター/RI 研修リーダー）講演動画公
開

○多摩分区卓話一覧表2月～3月

○例会臨時変更
・葛飾東RC
3/ 3⇒地区大会⇒休会
3/30⇒オープン例会
5/31⇒地区大会
6 /1⇒5/31地区大会に振替

・東京ベイRC
3/ 3⇒休会
3/17⇒江東RC60周年延期のため通常例会

・東江戸川RC
3/8⇒地区大会⇒休会
5/17⇒オープン例会（予定）
5/24⇒休会⇒例会
5/31⇒休会⇒地区大会

・東京江戸川中央RC
3/3⇒地区大会⇒特別休会



◇ 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

議長：宮﨑 茂夫 会長

【報告事項】
・山﨑市長、池谷教育長へ50周年記念事業への
出席を依頼しご返事を頂いてます

・分区連絡会(2/25)オンラインで開催

《今後の予定》
3/16 卓話：50周年記念事業実行委員会

進捗状況発表
3/23 休会
3/30 通常例会開催予定 卓話：山﨑市長

【協議事項】
・トンガ王国海底火山大規模噴火への支援金拠出

@1,000×30名=\30,000
・ロータリー希望の風奨学金への寄付金拠出

@3,000×30名=\90,000
・ウクライナから逃れた方々への支援金拠出

\100,000
※個人・法人からの寄付は税制上の優遇措置の

対象になります
※寄付金明細書で寄付者をクラブ名にするとクラ
ブ実績/個人名にすると個人の実績になりポー
ル・ハリスフェローの認証対象になります
〔重要：ロータリー財団及び国際ロータリー２５８０

地区への連絡が必要〕
※詳しくお知りになりたい方は会長、幹事、事務局

にご連絡を下さい

・閉会の点鐘 宮﨑 茂夫 会長

・第9回全員クラブ協議会

・委員会報告

○50周年記念事業ポスター・チラシの件
内野 均 50周年記念式典副実行委員長

・配布用のポスター150枚、チラシ15，000枚
ロータリークラブ用300枚を注文

本日は、お疲れ様でした。
※この後、本日参加の皆さんに近況報告をして頂
きます。

理事会風景

50周年記念事業ポスター 終決定版

3/8に実施された「多摩分区次年度準備連絡会」


