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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 27日 （水 ）

卓 話 創立50周年副実行委員長

「50周年式典に向けて」

クラブ奉仕各委員長 「活動方針」



・点 鐘 比留間 一義 会長

・進行 倉内 淳 SAA

・斉 唱 「奉仕の理想」

ソングリーダー： 田代 和也 会員

・来客紹介 比留間 一義 会長

東京東村山ロータリークラブ
会長 北久保 隆一 様

東京東村山ロータリークラブ
幹事 大仁田 隆義 様

東京東大和ロータリークラブ
会長 藤宮 志津子 様

明るく元気で楽しいロータリーライフを作っていこうと
思っています。1年間宜しくお願いします。

今年度の幹事グループでは最年長になります。
クラブ訪問すると学ぶ事が多いです。
他のクラブではコーヒーが出るのですね。

お久しぶりです。比留間会長・荒井幹事、今年度の
船出おめでとうございます。
川柳で一句 「マスクなし探してみたらアゴの下」

東京東大和ロータリークラブ
幹事 虎井 廣志 様

藤宮会長を支えながら頑張ります。1年間宜しくお
願いします。北久保会長に対抗して一句。
「マスクなし探してみたらデコの上」

お粗末でした。



＊北久保隆一様・大仁田隆義様（東村山RC会長・幹事）⇒東京

武蔵村山RC比留間一義会長様、荒井孝育幹事様、そして会員

の皆様、本日は表敬訪問させていただき誠に有難うございます。
これから1年間コロナに負けず、一緒に前に進みましょう。

どうぞ宜しくお願い致します。
＊藤宮志津子様（東大和RC会長）⇒本日は宜しくお願い致します。

今年度色々お世話になりますが、全部宜しくお願い申しあげます。
＊虎井廣志様（東大和RC幹事）⇒今日は久しぶりに訪問させて頂

きました。宜しくお願い致します。
＊比留間一義会長・荒井孝育幹事⇒東京東村山RC北久保会長・

大仁田幹事、東京東大和RC藤宮会長・虎井幹事ようこそお越し
下さいました。1年間宜しくお願い致します。

＊新海正人会員⇒東村山 北久保会長・大仁田幹事、東大和藤

宮会長・ 虎井幹事、本日はようこそ。
1年間宜しくお願い致します。頑張ってください。

＊波多野晃夫会員⇒東京東村山RC北久保会長・大仁田幹事、
そして東京東大和RC藤宮会長・虎井幹事ようこそお越し下さいま

した。1年間宜しくお願い致します。
＊宮﨑茂夫会員⇒東村山RC北久保会長・大仁田幹事、東大和

RC藤宮会長・虎井幹事ようこそお出で下さいました。これからの
1年が実り多い年でありますよう祈っております。

多摩分区も宜しくお願い致します。
＊倉内淳⇒東村山RC北久保会長・大仁田幹事、東大和RC藤宮

会長・虎井幹事ようこそお越し下さいました。

当クラブのフレッシュな会長・幹事、共々宜しくお願い致します。
＊野島征会員⇒倉内君、退院お目出度うございます。

東京東村山RC会長北久保様、幹事大仁田様、東京東大和RC
会長藤宮様・幹事虎井様本日はようこそお越し下さいました。

本年度宜しくお願い致します。

◆今回計 47，000円 累 計 211,000円

ニコニコＢＯＸ

・ニコニコBOX発表 後藤 正次 親睦委員長

・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 20名 74.07% な し

○委嘱状が届いております。
・比留間孝司会員
（地区危機管理委員会委員、地区学友フェローズ
委員会委員、地区青少年奉仕部門部門長）

・佐藤貢会員
（地区公共ｲﾒｰｼﾞ部門公共ｲﾒｰｼﾞ委員会ｱｰｽﾃﾞｰ
ﾁｰﾑ委員）

○2021-22年度地区大会アワード
「奨励賞」バナーが届きました。

○地区大会ご案内
・日時：9/9（金）←会長・幹事、

9/10（土）本会議
・場所：グランドプリンスホテル新高輪

「飛天の間」本 会議 12時受付
・入会3年未満セミナー 10時受付

（山田、井上、倉内哲、比留間健一、波多野健）
・PHSとメジャードナーの集い 10時受付

（比留間孝司）

○地区大会人頭分担金のお願い
・＠10,000円×30＝300,000円

○米山普通寄付上期分納入のお願い
＠3,000×30＝90,000円

○2022-23年度版『クラブ・地区支援リソース集』の
ご案内

○「社会奉仕部門 通信」（原則月１回）発行
・今年度は，各クラブの奉仕活動の予定を予め地区
で共有することで，クラブの枠を超えて他クラブの
奉仕活動に参加できる参加型奉仕活動への取り
組み

○ポリオTシャツ購入のお願い 〆切7/29（金）

○第3回RYLAセミナー受講生推薦のお願い
・日時：2023/2/23（木）～26（日）
・場所：やんばる学びの森（沖縄県国頭村）
・参加費：クラブ負担額
受講生1名 在京60,000円 沖縄30,000円
（宿泊費、3食の食費、セミナー費込、航空券含）

・申込み：第1字募集10/26（水）まで

○多摩分区分担金納入のお願い
・＠3,000×30＝90,000円

・会務報告 比留間 一義 会長



・幹事報告 荒井 孝育 幹事

○教育むさしむらやま第98号に50周年記念事業
図書カード寄付の記事が掲載

○ロータリー2022-23年度版のZOOM背景

○東京麹町ローターアクトクラブ、東京麹町スターロー
タリー衛星クラブの結成認可伝達式のご案内
（歴代米山記念奨学委員長 比留間孝司会員）

・日時：8/28（日）17時受付
・場所：ホテルニューオータニ 〆切7/29

○バギオ基金創立40周年記念祝賀会のご案内
（会長・幹事・国際奉仕委員長）

・日時：9/8（木）17時受付 〆切8/22
・場所：ホテルニューオータニ「鳳凰の間」

○例会臨時変更
・秋川RC
７月７日(木) 例会取りやめ
７月１４日(木) 例会取り止め

・小平RC、東江戸川RC、葛飾東RC、東京城東RC
（年間変更です。詳細は事務局まで）

・委員会報告

○ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会 佐藤 貢 委員長

《活 動 方 針》
「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」の会長方針
のもと、親睦、研修、奉仕活動に参加して、『楽しさ』
や『大変さ』を共有し、会員同士の絆を深める一助
となるよう各委員長と協力してクラブ運営をサポート
する。

・クラブ奉仕各委員長 「活動方針」

○親睦委員委員会 後藤 正次 委員長

《活 動 方 針》
会長方針に基き、親睦を深め、ロータリアンとして

仲間意識を高めるための、活動を行う。
他の委員会と協力し、運営に当たり親睦を図る。

○会員増強委員会 波多野 健 委員長

《活 動 方 針》
2022−23年度クラブテーマ「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」に基づき、会員増強10名を目標に
活動する。

○創立５０周年実行委員会
実行委員会幹事 野島 征

・7月27日の例会、卓話「50周年に向けて」ですが、
藤野実行委員長は入院のため欠席になります。
各副実行委員長に進行状況について発表してい
ただきますので、事前準備を宜しくお願い致します。

○クラブ会報委員会 委員長 内野 均
・会報第1号出来上がりました、
今年度のＲＩテーマ「ＩＭＡＧＩＮＥ ＲＯＴＡＲＹ」のカラー
に合わせて、紫を基調にした表紙デザインにしまし
た。

・今月の卓話で発表をされる、四大奉仕委員長と
５０周年実行委員会の発表者の方は、発表内容
を書面にして、会報委員会に提出をして下さい。

○ＲＬＩ実施予定の報告 佐藤 貢 RLI DL
・今年度のＲＬＩの予定が届きました。
対象者はクラブ幹事・副幹事の2名となっておりま
す。
・下記日程にて予定を入れておいてください。
RLI Part１・２ 令和5年1月21(土)・22日(日)
RLI Part３・卒後 令和5年3月18(土)・19日(日)
会場は青森大学 東京キャンパス予定です。



◇ 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

・閉会の点鐘 比留間 一義 会長

○情報委員会 宮﨑 正巳 委員長

《活 動 方 針》
会長方針「これからの５０年のクラブの継続を考え

て行動」を念頭に、地域社会と会員に対し積極的に
情報発信を行い、公共イメージの向上、ロータリーク
ラブの認知度アップを図っていく。

○クラブ会報委員会 内野 均 委員長

《活 動 方 針》
例会及び奉仕事業・会員親睦事業等のクラブ活

動を会報として記録し、ロータリー活動を内外にＰＲ
するツールとして活用していく。

○プログラム委員会 比留間 孝司 委員長

《活 動 方 針》
ＲＩの各月間、そして嶋村ガバナー・比留間一義

会長の年度方針をふまえつつ、当クラブにふさわし
いプログラム。会員各位の参加意欲を高めるプログ
ラムとする。

○会場運営奉仕委員会 倉内 淳 委員長

《 活 動 方 針 》
会長方針で会員の相互理解と親睦を増やし会員

増強を図るということを踏まえて会場のレイアウト、
進行方法、座席、食事等を工夫していきたい。
各委員会との連携を密にし、例会開始から終了ま
でスムーズな例会進行に務める。
ゲスト、ビジターが気持ちよく例会を過ごせるように
配慮する。

親睦委員の皆様いつも有難うございます！


