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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

10月19日 （水）

ガバナー補佐訪問

全 員 ク ラ ブ 協 議 会



・点 鐘 比留間 一義 会長

・進行 酒寄 好夫 会場運営委員

・入会セレモニー 比留間 一義 会長

・権田 雪博 様（所属：親睦委員会）

株式会社アクシス エージェンシー 代表取締役
業務：各種印刷、印鑑・ゴム印販売等
「皆様の力になれるよう頑張りますので、よろしくお願
いします。」

10月1日から、3名の新会員をお迎えすることがで
きました。
末永く一緒に頑張っていきましょう。

3名の方が入会され、バッジ等一式が授与された。

・高橋 弘貴 様（所属：親睦委員会）

総合観光バス株式会社 代表取締役
業務：観光バス、福祉タクシー、学校・

企業等送迎バス運行
「いろいろ教えてもらいながら、少しずつ前に進んで
いきたいと思います。よろしくお願いします。」

・鶴田 大助様 様（所属：親睦委員会）

有限会社 クレイン 代表取締役
業務：各種防水工事、塗装工事、外壁補修・

改修一式
「これから、どうぞよろしくお願いします。」



・お祝い発表 後藤 正次 親睦委員長

☆１０月 誕生月おめでとうございます。
田中 伸彦 会員夫人 かほる さん

☆１０月 結婚月おめでとうございます。
波多野 晃夫 会員 藤野 豊 会員
比留間 重次 会員 倉内 哲 会員
比留間 一義 会員

＊比留間一義会長・荒井孝育幹事⇒権田さん、高橋さん、鶴田さ

んご入会おめでとうございます。武蔵村山RCがより一層盛り上が
ること間違いなしです。

さらに楽しくウキウキする会にしていきましょう。
＊比留間一義会長⇒結婚月をお祝いいただき有難うございます。

＊藤野豊会員⇒権田さん、高橋さん、鶴田さんご入会おめでとうご

ざいます。ロータリーライフを楽しみましょう。
結婚月を祝って戴きき有難うございます。

＊波多野晃夫会員⇒結婚月を祝っていただき有難うございます。
今朝きれいなお花が届きました。

権田さん、高橋さん、鶴田さん入会おめでとうございます。ロータリー
ライフを楽しみ、そしてクラブの発展のために頑張って下さい。

＊倉内淳会員⇒権田雪博様、高橋弘貴様、鶴田大助様入会有
難うございます。これから一緒にロータリー活動、頑張りましょう。

宜しくお願いします！
＊比留間重次会員⇒結婚月を祝っていただき有難うございます。

＊田中伸彦会員⇒権田さん、高橋さん、鶴田さん入会有難うござ
います。これから楽しくやりましょう。

また妻の誕生日を祝っていただき有難うございます。

＊倉内哲会員⇒結婚月を祝っていただき有難うございます。
今年で40年たちます。

＊宮﨑茂夫会員⇒権田雪博様、高橋弘貴様、鶴田大助様ご入
会おめでとうございます。今後とも宜しくお願いします。

＊野島征会員⇒権田さん、高橋さん、鶴田大助さんご入会おめで
とうございます。どうぞロータリーライフを楽しんで下さい。

◆今回計59,0000円 累 計 456,000円

ニコニコＢＯＸ
・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

33名 28名 87.50% な し

・四つのテスト・ロータリーの目的

発声者： 藤野 豊 会員

・ニコニコBOX発表 田中 伸彦 親睦委員

・斉 唱 「君が代」・「奉仕の理想」

ソングリーダー：

井上 昇一 会員・比留間 健一 会員

＊指揮者養成講座は入会3年未満の中から2名



○田中 伸彦 ゴルフ部事務局長
ゴルフ部費を来週から集金しますので、よろしく。
また、新入会員には、ぜひ入部していただきたいと
思います。

・委員会報告

○10月ロータリーレート1㌦145円

○ロータリーの友事務所、10月末までコロナウイル
ス感染対策を講じた運営

○RLIファシリテーター研修ご案内
・日時：10/28（金）14:30登録開始
・場所：タワーホール船堀

○地区職業奉仕セミナーご案内
・日時：12/9（金）15時～登録開始
・会場：主婦会館プラザエフ9F 〆切11/15

○10/7（金）多摩分区親睦ゴルフ兼地区大会予選
会組み合わせ表

・幹事報告 荒井 孝育 幹事・会務報告 比留間 一義 会長

○ガバナー月信 10 月号及びﾎﾟﾘｵ映画鑑賞会フ
ライヤー・風の便り・入会者情報と奉仕活動レポー
ト

○10 月地域社会の経済発展月間及び End Polio
Now リソースのご案内及び世界ポリオデーに向け
てのロゴ使用について

○2023-24 年度地区補助金プロジェクトの件
・2023-24 年度地区補助金プロジェクトの申請書
次年度（2023/7/1～2024/6/30）に実施する
活動が対象

・申請受付期間：2023/1/10～2023/2/28
・申請書提出先：地区ガバナー事務所
提出はメール、郵送。※ファックス不可

・申請受付期間はまだ先ですが、地区補助金の利
用を考えてるクラブは添付の 条件と支援基準を
確認の上申請準備を。

○地区研修協議会 部門別協議会・職業奉仕部門
での、国際ロータリー第 2770 地区元ガバナー補
佐 、越谷東ロータリークラブ青木伸翁様による
「人生を変え てくれたロータリーの奉仕の理念決
議 23－34 号」の講演を卓話資料としてYouTube
と資料を Google ドライブに掲載

○東大和 RC より 50 周年記念誌が届いておりま
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

・第4回 全員クラブ協議会

本日開催した第4回理事会の結果が報告された。

１ 報告事項
①9月21日開催の夜間例会の収支報告が行わ
れ、承認された。

②多摩分区連絡会が、10月14日に秋川RC主催
により開催される。

③50周年記念式典に関して、会長・幹事が立川
RC（10月14日）及び武蔵村山市長（10月19日）
を表敬訪問の予定。

④10月19日のガバナー補佐訪問の際、ガバナー
公式訪問フォーラムのテーマについて話が出る
予定。

２ 協議事項
①11月2日のガバナー公式訪問時の予定等につ
いて、確認事項が報告された。
フォーラムは、グループディスカッションになる模
様。

②武蔵村山デエダラまつり（11月12・13日開催）
には、クラブとして参加。
会員は、いずれかの日の午前か午後、出席して
いただきたい。
球根配布と、ポリオ募金を実施する。
会場は、酒類禁止とのこと。

③ポリオ募金活動は、10月22日（土）に市内で行
うこととした。

④50周年記念式典に係る予算については、特別
会計では不足が見込まれるので、一般会計から
120万円を限度に支出することとした。

⑤クラブユニフォームとしてのジャケット作成に関
して、クラブから会員に対して22,000円助成す
ることとした。ジャケットは、12日の例会時に配布
するようにしたい。

・閉会の点鐘 比留間 一義 会長

武蔵村山社会福祉協議会より 「表彰状及び感謝
状の贈呈式」が10/2（日）武蔵村山市民総合セン
ターにて執り行われました。（佐藤貢副会長出席）


