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「50周年式典に向けて」
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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

8月 3日 （水 ）

全員クラブ協議会

四大奉仕各委員長 「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： 比留間 健一 会員

＊比留間一義会長⇒先日の酒寄商事さんのゴルフコンペにて

ベスグロをいただき有難うございます。因みに38-38-76でした。
＊阿久津圭吾会員⇒来週の27日から妻ザヤの故郷モンゴルへ

初めて行ってきます。コロナの件もありギリギリまで不安ですが、ご
両親との初対面をはたしてきます。

◆今回計 6，000円 累 計 217,000円

ニコニコＢＯＸ

・ニコニコBOX発表 倉内 哲 親睦委員

・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 23名 82.14% な し

○今年度ガバナー顔写真・略歴

○2024－26年度国際ロータリー（RI）理事を推薦す
る第2ゾーン指名委員会への公式推薦書式

○ハイライトよねやまVol.268

○「ハローRotary」（新入会員研修）の説明会ご案内
・今年度は「ハローRotary」と称して、概ね入会2年
未満の会員の皆様に対する新入会員研修を計画。
それに先立ち、この研修についてクラブ会長・クラ
ブ研修リーダーへの説明会をZoomにて実施

（会長・藤野研修リーダー）
・日時：7/29（金）15：30～16：30

○中央分区・ローターアクト交流会ご案内
・日時：8/21（日）14:30受付
・場所：主婦会館プラザエフ 7Fカトレア

○昨日7/19東京東大和RCに表敬訪問に伺って来
ました。
明日7/21は東京東村山RCに表敬訪問に伺う予
定です。

・会務報告 比留間 一義 会長

初めてのソングリーダー緊張してます！



・幹事報告 荒井 孝育 幹事

○第２回多摩分区連絡会ご案内⇒当ｸﾗﾌﾞﾎｽﾄ
（出席対象者：会長・幹事、地区委員報告ある方、事務局）

・日時：8/4（金）16:30～
・パレスホテル立川

○例会臨時変更
・福生ロータリークラブ
7/27（水）⇒例会取止め（コロナ拡大防止の為）

○ポリオTシャツ注文に関して
・注文リストを例会で回覧致しますので紺色のクラブ
ジャンバー注文サイズからサイズ変更がある方は
記入をお願い致します。サイズS・M・L・XL

㊟記入がない方はｼﾞｬﾝﾊﾞｰと同じサイズでの注文と
なります！

・注文〆切7/29（金）

○50周年記念用のブレザーを制作します。
11月の式典迄に皆様にお渡しする為に、8/3（水）・
8/31（水）の2日で採寸を行いますので予定して
おいて下さい。

○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」において、
現時点での決定事項・進行状況を各副実行委員
長から発表していただきます。
その為、事前打ち合わせの炉辺会合を本日１８時
30分から五色武蔵村山店にて行います。
出席対象者は、比留間会長・荒井幹事・野島実行
委員会幹事・新海副実行委員長・内野副実行委
員長・田中副実行委員長代理・佐藤実行委員・比
留間孝司実行委員、合計8名です。
宜しくお願い致します。

・委員会報告

・会長方針 比留間 一義 会長

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」

１９７２年７月８日に創立した当クラブも、多くの諸先
輩達の活躍により創立５０年を迎えることが出来ま
した。この５０年間継続した事実は、大変に意義が
あることです。この間、最盛期には５５名ほどの会員
が在籍し、ロータリー内外での奉仕活動を通じてク
ラブの発展に寄与してきました。多彩なメンバーが
より多く集うことで、クラブは更に発展していくものと
確信しています。
ゆえに、５０年後に向けてクラブをより一層発展・継
続させていくには、会員増強は最重要課題であると
認識しております。会員増強を進めるにあたり、親
睦活動を通じて会員相互の理解を深め、卓話や研
修を通じてロータリーを学び、楽しいロータリーライフ
を満喫し、多くの方にお声掛けを進めていこうではあ
りませんか。

行動計画

１．会員増強と退会防止
今年度も１０名増員を目標にします。誰かに任せ
るのではなく、「まず自分が行動する事」を会員各
自が行えば、目標達成出来ると思います。
退会防止としては、例会出席の少ない会員に声
掛けをし、関係を保っていきます。

２．親睦活動
新型コロナウイルスのために、実施できなかった親
睦事業を今年度はできる限り行います。また、会
員卓話を増やして会員同士の理解を促していき
ます。

３．ロータリークラブの理解
クラブ研修リーダーを中心にロータリークラブにつ
いての勉強の場を増やす。
2か月に1回は夜間例会とし、昼の例会に出席し
にくい会員の参加機会を増やす。
併せて入会予定者にも参加して頂き、会員との親
睦やロータリークラブの良さを知って頂き、入会し
やすくしていく。

４．奉仕活動への参加
各委員会での炉辺会合を増やし、イベントなどの
事前準備を委員会全員で話し合い、皆で行動し
ていきましょう。企画の楽しさや、大変さを共有し
て絆を深めていきます。

５．創立５０周年記念式典の開催
宮﨑年度から引き続きの事業、記念式典を成功
させるために実行委員会に協力する。

６．クラブ戦略委員会
中長期のクラブ戦略を考えるために委員会を開
催します。



○職業奉仕委員会 田代 和也 委員長

《活 動 方 針》
ロータリーにおける職業奉仕の理念を理解し、各々

の社会的意義を再認識する。
また、各々の生業を知ることから会員同士の情報
共有を図り相互理解を深めていく。

《実 施 計 画》
１．会員の事業展開などの卓話をいただき、学び合
う機会を設ける。
例会は、夜間例会での開催とし例会後の炉辺（親
睦委員会）との連携を図る。
２．有識者を招いた卓話を行い、各々の地域社会
での職業奉仕の実践につなげる。
３．親睦委員会との協力で、会員の職場（工場）見
学会を実施する。

・四大奉仕各委員長 「活動方針」

○社会奉仕委員会 田中 伸彦委 員長代理
野島 征 委員

《活 動 方 針》
地域に根差した社会奉仕を通じ、公共イメージの

向上を図り、ロータリークラブの活動を理解してもら
い、会員増強にも繋げて行く。

《実 施 計 画》
1.市民祭りにおいて、広くロータリークラブの活動を
理解してもらう。

2.行政と連携して、市内クリーン作戦に協力する。
3.ロータリー希望の風奨学金事業に協力する。
4.地区補助金プロジェクトを検討する。

○国際奉仕委員会 内野 均 委員長

《活 動 方 針》
新型コロナウィルス感染症により国際奉仕の方法

も変わりつつあります。新しい奉仕の在り方を情報収
集・検討し、実践すべく務める。

《実 施 計 画》
１.Ｒ財団・米山奨学への寄付については、会員への
啓蒙活動を行い、クラブの目標達成に努める。

２.クラブ会員に国際奉仕・Ｒ財団・米山奨学への理
解を深めていただく為に、関連月間に卓話を行う。

３.メルボルン国際大会への会員参加を推進してい
く。

４.グローバル補助金や地区補助金を利用した国際
奉仕を検討していく。

《クラブ寄付目標予定》
・年次基金 150㌦
・恒久基金 30㌦
・ポリオプラス基金 30㌦
・ロータリー平和フェロー基金 20㌦

合 計 230㌦

米山特別寄付 1人10,000円



◇ 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

○青少年奉仕委員会 阿久津 圭吾 委員長

《活 動 方 針》
行政・学校・地域の諸団体と連携し、青少年に活

動の場を提供し、健全な精神の育成を支援する。

《実 施 計 画》

1．サッカー協会・体育協会・武蔵村山市と連携し、
サッカー大会を開催する。

2.少年野球連盟・体育協会・武蔵村山市と連携し、
少年野球大会を開催する。

3．地区青少年奉仕委員会に協力し、地区インター
アクト・ローターアクトの活動を支援する。

・閉会の点鐘 比留間 一義 会長

毎年恒例 土用の丑の日
「五色のうなぎ」

美味しかったです。ご馳走様でした。

卓話の司会ご苦労様でした。

SAAベストカップル!(^^)!


