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第2474回例会

今年度会長テーマ

行動すれば何でも出来る！希望を持って取り組もう！

■司会：
大仁田会員会員

■点鐘・会長挨拶・会務報告

■お客様紹介：戸澤パスト会長

石山会長

大変寒くなってきました
が、乾燥が進むとより寒く
感じるそうです。
うがいと
手洗いをしましょう。第6回
理事役員会が焚き火にて
行われました。議題は、11
月の収支明細報告と中学
生の税の作文の協賛に青
梅 市の梅の再 生 事 業で
す。多摩分区の事業にな
りそうです。
1月23日の東久留米RC
合同例会の案内がありま
した。東村山警察署にて
12月4日東京東村山ロータリークラブとして感謝状を贈
呈されました。

■国歌：君が代
■合唱：ロータリーソング
｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
野澤（秀）会員

■例会日／毎週木曜日 12:30〜13:30
■例会場／八坂神社 社務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町3-35-1

本日のお客様は、東京西北RC福田紘一様、東京新都
心RC鈴木達夫様、東村山市陸上競技協会理事 横井茂
雄様、米山奨学生 陳均欣さんです。

■幹事報告

岩原幹事

■ガバナー事 務 所 →
2018-19年度山本会員
（地区副幹事）
松坂順一GE国際協議
会渡米壮行会の案内
12月19日
（火） 18：00
向島料亭「千代田」
■ガバナー事務所→岩原
幹事
「My ROTARY登録コンテスト」開催のお知らせについて
登録率ベスト5を地区大会にて発表予定
■東村山青年会議所→会長
2018年度新年賀詞交歓会並びに45周年記念式典の案内
平成30年1月13日
（土） 午後4時半〜 ベルホール
■東村山商工会→会長
新年賀詞交歓会の案内
平成30年1月22日
（月） 午後5時〜 市民センター2階
■東村山市教育委員会→会長
東村山市いのちとこころの教育週間〜こころ豊かな子
供の成長を願う〜「市民の集い」開催に伴う業縁名義
の使用について
（依頼）
平成30年1月28日
（日）14時 東村山市中央公民館ホール
■クラブ管理委員会／中條

基成

■事務所／〒189-0013
東京都東村山市栄町3-5-1ハイツむさしの101
TEL 042-393-7500

FAX 042-395-1166

■米山奨学会→樺澤カウンセラー米山奨学生陳さん
2017学年度米山奨学生期間修了式の案内について
2018年2月19日
（月） 14時 ホテルニューオータニ
■東村山市陸上競技会→会長
第29回東村山市民集会駅伝競走大会プログラムへの
広告掲載依頼について
平成30年1月14日
（日） 都立狭山公園、
園内
■例会変更
東京板橋セントラルロータリークラブ→週報担当者へ
2018年3月2日夜間例会→通常例会
■回覧
・ Rotary コーディネーターニュース
・ 武蔵野女子学院ニュースレター

■出席報告

●合計：33,000円

●累計：667,000円

■米山奨学金の贈呈
■陳均欣さん

小町会員

■会員数：29名
■欠 席：4名
■本日の出席者：24名
■出席率：85.71％
■前々回出席率
（修正後）
：
85.19％

■ニコニコＢＯＸ

しくお願いします。
◆野澤（秀）会員：東村山警察署にて優良安全運行管理
者表彰をいただきました。
◆田中会員：福田様、鈴木様、桜井様、
日頃より大変お世
話になっております。
◆野村会員：陳さんようこそ。上半期アッというまでした。
次々年度役員の方、
次年度委員長の方、
よろしくお願い
いたします。

クリスマス移動例会を楽しみにしています。
弾き語りをします。

北久保会員

■委員長報告
■當麻地区資金推進委員長

■ご結婚祝い月：
嶋田会員

■会員誕生祝い月：
石山会員、田中会員

■令夫人誕生祝い月：
野村会員

◆東村山市陸上競技会理
事桜井茂雄様：いつもお
世話になっております。来
年の駅伝大会のPRに参
りました。
◆東京西北RC福田紘一
様：いつもお世話になりま
す。
◆東京新都心RC鈴木龍雄様：本日はメークアップでお世
話になります。
◆石山会長・岩原幹事：新都心RC鈴木様、西北RC福田
様、
東村山陸上競技会桜井様、
米山奨学生陳さん、
よう
こそ。本日は次年度クラブ運営の大切な総会です。
よろ

2月8日ハイアットリージェン
シー東京にて地区ロータリ
ー財団セミナーが行われま
す。次年度補助金プロジェ
クトの上限が60万円になりま
すので申請をお願いしたい
と思います。

■金子会員
ロータリーの友、P69で「
人は、がんとどう向き合うの
か？」で「・
・
・こんなに口から
食べることは、大事なのだ
ということと、
「世界を見て
みたい」などの希望を持つ
ことも大事である」私も、実感します。

■年次総会
■岩原幹事
会則に従い議長に石山
会長にお願いします。

東京東村山ロータリークラブ

■議長登壇：石山会長
会 長ノミネート、次 次 年
度の指名を町田指名委員
長にお願いします。

定等尽力いただき感謝しています。親睦委員会では、
柏崎
花火移動例会やクリスマス家族親睦移動例会では、盛会
に盛り上がっています。会員増強では、3年ぶりに平野さん
が会員になって頂きました。会員研修では、毎回発表を頂
き、
勉強になっている状況です。

■戸澤職業奉仕委員長
■町田指名委員長より
会長ノミネート発表
東村山ロータリークラブ
会長ノミネートに山本会員
が決まりましたので報告し
ます。

■山本会長ノミネートより
挨拶
次次年度幹事に岩原会
員を指 名します 。
また、副
幹事に當麻会員を指名し
ます。

■次次年度岩原幹事より
挨拶
まだ幹事を現職中で半
分を終わったところですが、
「ロータリーにはNOが無い」
の精神で頑張ります。
東京東村山ロータリークラブ会長エレクトより次年度役
員及び理事の発表をお願いします。

■田中会長エレクト
5大奉仕に山本委員長、
職業奉仕が小町委員長、
社 会 奉 仕を赤 木 委員長、
国 際 奉 仕を戸 澤 委員長、
青少年奉仕を町田委員長
にお願いします 。また、直
前会長が石山さんと会計に北久保さん、例会運営を岩
原委員長にお願いしました。
ロータリーの誇りを胸に一
年間突っ走ります。
（ 全員異議なし）

■クラブ協議会（上半期を顧みて）
■田中クラブ奉仕委員長
例会運営では、
毎回司会
を変えたり、出席率の向上
に勤めて頂いています。
プ
ログラム委員長の小町さん
以下会員の方に講師の選

新入会員の増えているク
ラブで共通している事は、
毎月のように勉強会を開い
て懇 親 会をしている事で
す。研修会では、
「忙しいと
言って例会出席の時間をコ
ントロールできない人は、
ロータリーを辞めた方がいい」
との
話を聞きました。3月には、
職場訪問を計画しています。東村
山浄水場で普段は、
あまり見学ができない公共施設です
が特別な計らいで見学ができます。

■飯田社会奉仕委員長
代読：中條副幹事
来春には「東村山歩こう
会 」の継 続 事 業を行いま
す。
また、11月11日12日「東
村山市民産業まつり」では、
例年行われている
「輪投げ
」
「綿あめ」
「紙芝居」
を行いました。
また、
ロータリーポリオ
撲滅パネル展示をしました。収支利益7万円を消防少年団
と交通少年団に寄付します。

■中丸国際奉仕委員長
アンケートの結果、
日台親
善会議に参加をすることで
委員会がまとまりました。す
でに16名の登録を頂いてい
ます。2月28日から3月2日まで
台湾の皆様と楽しく親善で
きるよう計画を進めます。

■野澤青少年奉仕委員長
都立東村山高校からイン
ターシップの受け入れをし
11名の会員事業所の協力
のもと30人の生徒に職場体
験をさせる事が出来ました。
また、
事業の終了後には、
校
長先生よりお礼を兼ねて卓話を頂く事となりました。
この事
業は、
今後も、
行政や校長会を通して要望される事となると
考えます。
ロータリーの使命を感じたところであります。

■閉会点鐘：石山会長

東京東村山ロータリークラブ

