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東西対抗少年野球大会
＜11/30例会振替＞
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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

11月26日 （土） 11/23例会振替

東京武蔵村山RC

創立50周年記念式典

5 0 周 年 記 念 式 典 に 向 け て



・ガ

・点 鐘 比留間 一義 会長

・進行 倉内 淳 会場運営委員長

・斉 唱 「奉仕の理想」

ソングリーダー： 波多野 健 会員

＊野﨑一重様（東京東村山RC）⇒お世話になります。
50周年おめでとうございます

＊比留間一義会長・荒井孝育幹事⇒東京東村山ＲＣ野崎一重
様ようこそお越しくださいました。

有意義なお時間をお過ごし下さい。
＊倉内淳会員⇒野崎一重様ご無沙汰しております。

本日はようこそお越しくださいました。楽しんでいって下さい。

◆今回計7,000円 累 計 567,000円

ニコニコＢＯＸ

・ニコニコBOX発表 田中 伸彦 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

33名 25名 78.13% な し

・来客紹介 比留間 一義 会長

○野崎 一重 様（東京東村山ロータリークラブ）



・会務報告 比留間 一義 会長

○ガバナー公式訪問お礼状

○社会奉仕部門通信11月号

○ハイライトよねやま272号

○バギオだよりVol.93

○2022手続要覧日本語版につきましては11月中
にMy ROTARYの組織規程のページに掲載予定。

○補助金カウンセリングのご案内
・2023-24年度地区補助金プロジェクトの計画や申
請準備について気軽に相談できる”補助金カウン
セリング”を行っております。

・Zoomを使い、1クラブ30分程度で実施
希望クラブは、グーグルフォームから申し込みを。
グーグルフォームはこちら
https://forms.gle/MxvFrNKw8J9S5KU28

・地区補助金プロジェクト申請受付期間
2023年1月10日～2023年2月28日

○希望の風奨学金支援_東日本大震災チャリティー
コンサートご案内

・日時：3/10（金）開場17時
・場所：すみだトリフォニーホール（小ホール）
・〆切： 対面 12/27（6,000円）、

オンライン 2/28（3,000円）

○第４４回バギオ訪問交流の旅ご案内
・2023/2/9～12の３泊４日

○地区青少年交換委員会主催「派遣国発表＆懇
親会」のご案内

・日時：12/25（日）17時登録開始
・会場：学士会館210号室 ＊〆切12/9

○第20回記念ロータリー全国囲碁大会」結果速報

○ＮＰＯ法人子どもへの学習支援基金より支援の
ご案内

・当法人では、今年も恵まれない子ども達のために
活動されている方々への助成金を支給することと
し、今年度はフードバンク、子ども食堂など、食に
関する活動を支援の対象とします。

○アースデー「ぶっく・デ・アース」のご案内
・4 /22 は地球や環境のことを考える「アースデー」
です。
当地区では各クラブのみなさまのご協力の下、アー
スデーの活動であります「ぶっく・デ・アース」を実
施いたします。

・各クラブ会員のみなさま並びに、企業、地域社会、
行政機関、学校などから古本を回収して、提携業
者に売却をして得た利益で苗木か草花を購入し、
クラブ単位で 4 /22に植樹をしていただくプロジェ
クトです。

・バーコード記載の無い本等いくつか注意点がある
ので資料参照を。

○第4回分区連絡会ご案内
（会長・幹事・地区委員(報告のある方のみ)・事務局）

・日時：12/8（木）16:30～
・場所：パレスホテル立川
・会費：一名 10,000円（懇親会あり）、2,000円
（会議のみ）＊〆切11/24（木）

○次年度地区連絡会のご案内（比留間孝司）
・日時：1/25（水）13：30～17：00 懇親会なし
・会場：アルカディア市ヶ谷私学会館

○地区青少年交換委員会主催「派遣国発表＆懇
親会」のご案内（比留間孝司）

・日時：12/25（日）17時登録開始
・会場：学士会館210号室 ＊〆切12/9

・幹事報告 荒井 孝育 幹事

○ロータリアン国際スキーフェローシップ ニセコ大
会のご案内

・ニセコ大会概要
開催日 ２/１１～１８
開催場所 北海道ニセコ町
ホストクラブ 倶知安 RC
大会参加人数 ホテル８０室を確保

（国内外参加者合計）
＊詳細は別途資料をご覧下さい

○12/11（日）武蔵村山市民会館さくらホール上映、
「漁港の肉子ちゃん」のチケットをクラブで50枚

購入致します。観覧希望の方には無料でチケット
を差し上げますので、事務局までお知らせ下さい。



◇ 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

・卓 話

「50周年式典に向けて」

創立50周年実行委員会

藤野実行委員長
・10日後に迫った記念式典の詰めと再確認を
・各副実行委員長から説明があるので各会員か
ら意見を

会場（内野副実行委員長）
レイアウト スクリーンを一つに
席160席（現在150名程度）
懇親会は8名テーブルに
キャンセル料発生が24日以降
スイッチャーが高額なので会員でやりたい

総務（波多野副実行委員長）
プログラムの内容について（修正点など）
当日の持ち物など（鐘、名簿、名札など）
進行方法について
（司会の流れ、表彰、スライドの方法など）

アトラクション（新海副実行委員長）
11/8にホテルで打ち合わせ
会場担当に負担が集中しているので、当日の役
割を考えたので各自で確認を

・当日は13時集合、
実行委員責任者は12時30分
ローズルーム前集合

・食事は各自で済ませて集合
・受付と誘導がメインの仕事になろうかと思うので、
協力を。

藤野実行委員長
・当日は各自が責任を果たして成功させたい
・祝賀会で衛星クラブの候補者10名を招待したい。
若い人が衛星クラブを作りたいので親クラブとし
て支援してほしいとの意見がある
参加者は現在集計中だが5名程度になる見通
しで、祝賀会の壇上で、紹介したい。
50周年のいい機会だと思うので実行委員会の
予算で食事の提供をしたい。

・備品の確認などしっかり準備をお願いします。
・あと10日となってきたので皆さん健康管理に留
意して頑張りましょう。

・委員会報告

〇比留間 重次 青少年奉仕副委員長
（阿久津委員長代理）

・東西対抗少年野球大会の実施について
11月20日、予備日12月4日
総合運動場第三グラウンド
会員8：15集合 8時45分開会式
閉会式は14：50 会員は14：30集合
終了後解散（慰労会なし）

〇宮﨑 正巳 情報委員長
・デエダラまつりが無事に終了
3年ぶり実施だったが4万人くらい集まったのでは？
当クラブは公共イメージの向上を狙って行政ブー
スにて、クラブジャンパー、ポリオＴシャツで活動
チューリップの球根（10万円分）を各日2回、
計4回実施
募金は1日目18,386円、2日目19,401円集まり
ました。
来月はアースデー、古本を集めて植樹ですのでよ
ろしくお願いします。

○比留間孝司会員
・研修リーダーが「新人研修について」葛飾ＲＣの資
料をアップデートし、31枚にわたる資料を作成。
どこからみてもわかりやすい資料です。
ニコニコ ボックスってなに？なぜ例会場には国
旗が掲揚されているの？などがわかりやく掲載さ
れているのでぜひ活用を。新入会員、現・次年度
会長・幹事にメールで配信します。

○ゴルフ部 荒井 孝育 部長
・11月21日地区のゴルフ大会決勝
福生ＲＣとバスで移動4：50分集合。
福生13人武蔵村山5人の参加です。
せっかくなので楽しんできます


