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卓 話 クラブ奉仕各委員長
「活動方針」
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次回プログラム

東京武蔵村山ロータリークラブ

Weekly Report

2022～23年度国際ロータリー会長テーマ

イマジン ロータリー

RI会長 ジェニファー E. ジョーンズ

２０２2～２3年度東京武蔵村山ロータリークラブテーマ

今までの５０年に感謝して、これからの
５０年のクラブの継続をみんなで考えて行動しよう

第５1代会長 比留間一義

7月 20日 （水 ）

卓 話 四大奉仕各委員長
「活動方針」

全 員 ク ラ ブ 協 議 会

◇ 宮﨑茂夫パスト会長から比留間一義会長へ「木槌の譲り渡し 」



・点 鐘 比留間 一義 会長

・進行 倉内 淳 SAA

・出席報告 比留間 重次 会場運営委員

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

30名 25名 86.21% な し

・斉 唱 「君が代」/奉仕の理想」

ソングリーダー： 野島 征 会員

・四つのテスト・ロータリーの目的

発声者： 佐藤 貢 会員

・来客紹介 比留間 一義 会長

多摩分区 ガバナー補佐
田村 勝彦 様（東京福生RC）

合同例会委員長
五十嵐 治 様（東京福生RC）

幹事グループ・幹事
平野 裕明 様（東京東村山RC）

役職名が変わってますが、以前の地区副幹事です。
皆様には色々お世話になります。

合同例会＝以前の I・M です。
1年間宜しくお願い致します。

地区とクラブの架け橋となって1年間頑
張りますのでご協力宜しくお願い致します。



＊田村勝彦ガバナー補佐・五十嵐治幹事グループ、副代表幹事（東

京福生RC）⇒本年度よろしくお願い申し上げます。
＊平野裕明幹事グループ・幹事（東京東村山RC）⇒宜しくお願いしま

す。
＊金井一三様（元会員・金井畜産）⇒比留間一義新会長、荒井幹事

おめでとうございます。1年間頑張ってください。
私も1日も早く復帰できるように頑張ります。

＊比留間一義会長⇒今日から1年間皆様に協力してもらいながら頑
張ります。田村ガバナー補佐、五十嵐合同例会委員長、平野グルー

プ幹事ようこそお越し下さいました。1年間宜しくお願いします。
＊荒井孝育幹事⇒こんにちは荒井です。田村様、五十嵐様、平野様

ご来訪有1年間ご指導宜しくお願いします。難うございます。1年間ご

指導宜しくお願い致します。クラブの皆様1年間宜しくお願い致します。
＊野島征会員⇒比留間一義会長・荒井幹事丸の船出に際しボンボヤー

ジ そのクルーのご活躍お祈りいたします。78回目の誕生日お祝い頂
き有難うございます。田村様、五十嵐様、平野様本日はようこそお越

し下さいました。本年度も宜しくご指導下さい。
＊田中伸彦会員⇒比留間会長、荒井幹事1年間頑張ってください。

田村ガバナー補佐、福生RC五十嵐様、東村山RC平野様ようこそお
出で下さいました。1年間宜しくお願いします。

＊倉内淳会員⇒多摩分区ガバナー補佐田村様、合同例会委員長五
十嵐様、幹事グループ幹事平野様本日はようこそお越し下さいまし

た。比留間会長、荒井幹事、いよいよですね。1年間宜しくお願いしま

す。楽しみです！
＊藤野豊会員⇒比留間・荒井年度スタートしました。1年間宜しくお願

い致します。田村多摩分区ガバナー補佐、五十嵐合同例会委員長、
平野グループ幹事ようこそいらっしゃいました。1年間頑張って下さい。

＊後藤正次会員⇒比留間会長、荒井幹事1年間宜しくお願いします。
＊田代和也会員⇒比留間一義会長、荒井孝育幹事1年間宜しくお願

いします。
＊田代和也会員⇒妻 美幸の誕生日を祝って頂き有難うございます。

＊山田義高会員⇒誕生日お祝い頂き有難うございます。還暦を過ぎ

て早3年！！しっかり生活を過ごしたいと思います。
＊比留間孝司会員⇒比留間一義会長、荒井孝育幹事1年間宜しくお

願い致します。
＊新海正人会員⇒比留間一義会長、荒井幹事1年間のご活躍期待

しております。
＊佐藤貢会員⇒田村勝彦ガバナー補佐、五十嵐合同例会委員長、

平野幹事グループ・幹事ようこそお越し下さいました。
比留間一義会長、荒井幹事1年間宜しくお願いします。

誕生日を祝っていただき有難うございます。
＊波多野晃夫会員⇒比留間一義・荒井号いよいよテイクオフのときで

すね！！堅実なフライトで無事目的地にランディングできますようお

祈り致します。
＊宮﨑茂夫会員⇒比留間一義会長、荒井孝育幹事、本年度が素晴

らしいロータリーになることを祈っております。多摩分区ガバナー補佐
田村様合同例会委員長五十嵐様、幹事グループ・幹事平野様宜し

くお願い致します。ご活躍お祈りいたします。
＊比留間重次会員⇒多摩分区ガバナー補佐田村様、合同例会委員

長五十嵐様、幹事グループ・幹事平野様本年度御指導宜しくお願い
します。比留間一義会長、荒井幹事、理事役員の皆様本年度よろし

くお願いします。
＊倉内哲会員⇒比留間会長、荒井幹事1年間よろしくお願いします。

＊酒寄好夫会員⇒比留間会長、荒井幹事1年間頑張ってください。

＊宮﨑正巳会員⇒新年度のスタートにあたり全員で心を合わせて頑
張って行きましょう。

＊嶋田哲男会員⇒多摩分区ガバナー補佐田村様、合同例会委員長
五十嵐様、幹事グループ・幹事平野様今年度よろしくお願いします。

比留間一義会長、荒井幹事楽しい1年間を期待しています。

◆今回計 164，000円 累 計 164,000円

ニコニコＢＯＸ

・ニコニコBOX発表 後藤 正次 親睦委員長

・お祝い発表 田中 伸彦 親睦委員

☆ 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 13年

宮﨑 茂夫 会員 14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



・幹事報告 荒井 孝育 幹事

○ロータリーレート1㌦136円

○東京青梅RC例会場名称変更のお知らせ
・かんぽの宿⇒7/1より「亀の井ホテル」

○6/15に開催したMyROTARYとロータリー賞のzoo
m勉強会YOuTube動画公開

・MyRotaryの登録について
00:01 MyRotaryアカウントの登録状況確認方法
04:20 MyRotaryのアカウントの登録
08:00 ログインメールアドレスの登録
10:00 MyRotaryのパスワードを忘れた場合

・ロータリークラブ・セントラルについて
18:25 ロータリークラブ・セントラルの開き方
19:30 クラブ役員の追加/編集/削除
20:20 クラブ役員の役割の委任方法
22:20 ロータリー賞のエントリーについて
24:00 目標設定・確認センター
28:10 （画像ナシ）

・質問
36:40 ロータリー賞よく尋ねられる質問

○ロータリーの友事務所引き続き7月末まで感染対
策を講じた運営

○東京池袋RC事務局連絡先変更のお知らせ
住所：〒１７１－００１４
豊島区池袋２－６１－８ アゼリア青新ビル７０５号
ＴＥＬ：０３－３９８５－７５７７
ＦＡＸ：０３－３５９０－６６４４
メール：info@ikebukuro-toshimah-rc.org

○那覇南RC例会開催時間及びビジタフィー変更の
お知らせ

・開催時間：12:15～13:30
・ビジタフィー：7月より2,500円

○例会臨時年間変更
・江戸川中央RC、池袋東RC

○機関誌「こもれび」第231号

○ガバナー月信6月号

○チーム嶋村ガバナー月信2022年7月号

○2022-23ガバナー基本方針を更新
・変更・追記箇所
①地区大会の日程変更
②環境保全クリーン活動日に9月25日を追加
③2580アースデー“ぶっく・デ・アース” に名称変
更

④新入会員研修ハローROTARYの開催
⑤4つのF賞について

○バギオだよりVol.91

○2025-26年度ガバナー(ガバナーノミニーデジグ
ネート)候補者推薦のお願い

○2022-23年度卓話者リスト

○第3回RYLAセミナー卓話のお願い
・RYLA専用卓話依頼書あり

○地区大会お礼状

○ポリオデーポータルサイト開設のお知らせ
・ポリオデーを計画するさまざまな情報が満載
・ポリオデーの計画をUPする事でイベントへの支援を
効果的に行える情報網となる

○ロータリー文庫より、今年度用の電子図書館ユー
ザー名、パスワードと使い方

○東京池袋豊島東RCと東京豊島東RCが6/30付
けで合併し、新クラブ、東京池袋豊島東RCとなり
ました。

○4/15在京・地区研修協議会_会計報告

○第57回インターアクト年次大会 追加のご案内
・開催日：8/7（日）9時～
・会場：としま産業振興プラザ 〆切7/8

○7/24(日)北分区・ローターアクト交流会ご案内

○7/10（日）第2580地区ローターアクト第1回会長
幹事会および第1回地区RA委員会のご案内

○東京福生RC乙部 正幸会員が６月１４日にご逝
去されました。（享年53歳）

・会務報告 比留間 一義 会長



◇ 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 比留間一義 ◎ 幹 事 荒井 孝育
○ 副会長 佐藤 貢 ○ 副事 宮﨑 正巳
□ クラブ会報委員長 内野 均 副委員長 比留間健一

委員 波多野晃夫、嶋田哲男、阿久津圭吾
井上昇一、倉内哲

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

２．協議事項
①年間予算
・理事会で承認されました。レターケースに入れ
ておきます。

②新入会候補者について
・最終例会で回覧した候補者について、2週間
経過の本日をもって理事会にて承認されまし
た。

③例会の座席配置について
・コロナが再拡大してきたため、しばらくは現在の
スクール形式での座席配置としました。

④創立50周年事業記念ブレザー（仮称）について
・ブレザーのカラーについては、今後入会される
人の事も考え紺色あたりで進めていく事としまし
た。

・ブレザーの作成依頼先と今後話を進めていき
ます。

⑤その他
・市役所より企業スポンサーの依頼事項がありま
した。市が発行している暮らしの手帳へ広告を
出稿してくれる企業を募集しているとのことです。

・クリーン作戦の実施報告。
以下の意見が出ました。
(1)ロータリーでのぼり旗を沢山作成したので、

次回はロータリー活動が目立つようにのぼり
旗を増やしても良いのではないか。

(2)暑い季節に開催されるので、ポロシャツを作
成しても良いのではないか。

・最終例会の収支報告。予算内で完了しました。

・第1回全員クラブ協議会

・閉会の点鐘 比留間 一義 会長

１．報告事項
①分区連絡会報告
・ガバナー公式訪問について、武蔵村山は11月2
日（水）にて決定している。
今回のガバナー訪問は例年と違うプログラムに
なっており、ガバナー公式訪問フォーラムという
企画が盛り込まれている。
ガバナー公式訪問フォーラムとは、各クラブでの
課題や弱い部分、またはやりたいことなどのテー
マを各クラブで決めておき、当日にガバナーとディ
スカッションする場としている。
テーマ決めは、公式訪問2週間前のガバナー補
佐訪問時に決めることとなっている。

・地区ゴルフの日程が以下の通り決定しました。
場所は未定。
10/7地区ゴルフ予選

・委員会報告

○創立５０周年実行委員会 藤野 豊 実行委員長
・皆様のおかげで記念事業は無事終えることが出
来ました。
今後は、11月の式典に向けてそれぞれの委員会
ごとに協議をしていただき、毎月末の例会にて、副
実行委員長より進捗状況を発表し、会員全員で
情報を共有し、式典成功に向けて一致団結して
まいりましょう。
ご協力よろしくお願いします。

○創立５０周年実行委員会
野島 征 実行委員会幹事

・11月に記念式典を迎えるにあたり、国歌について
は、国旗に向かい斉唱を行いロータリーソングにつ
いてはソングリーダーを立てます。
ソングリーダーを育成するにあたり、２０１９年7月
以降に入会された会員を対象に、例会終了後に
ソングリーダー研修を行います。


