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第2478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：
相羽例会運営
副委員長

■点鐘・会長挨拶・会務報告

■合唱：
ロータリーソング
｢我らの生業｣
◆ソングリーダー：
村田会員

石山会長

■幹事報告

岩原幹事

12月7日の臨時総会で
の、理事役員の選出に於
いて、副幹事と例会運営
委員長が重なってしまう事
態がおきまして、田中次年
度会長に解消の為に、動
いて頂きましたので発表を
田中次年度会長にお願い
します。

■東京福生RC→会長・幹
事・地区委員事務局
第5回多摩分区連絡会
の案内について
2018年2月9日
（金）
午後4時〜
石川酒造（株）新蔵（例
会場）

■田中次年度会長

■ガバナー事務局→幹事
下半期地区人頭賦課金について
地区運営・事業費：203000円、
ガバナー月信講読料：
11160円、
青少年交換プログラム資金：43500円、
新入会
員
（平野会員）
上半期：1476円
（近日中に振り込みます。
）

野澤秀夫さんに例会運
営委員長をお願いしたと
ころ、承諾を頂きましたの
で、
ご報告します。
（ 参加
者の拍手で承認）
1月10日例会終了後に臨時理事会がありました。新都
心RCより鈴木龍雄さんが移籍について協議し受理しま
した。新都心RC会長と当クラブの當麻会員と山本会員
から推薦を受けていました。入会金は、同地区内の遺
跡であるので免除としました。
2月の理事会は、
2月1日に例会がありますが、
2月7日に
行うことで、
幹事と打ち合わせしました。

■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

■研修委員会→赤木会員研修委員長
（在京）
クラブ研修リーダー部門研修の案内について
2月26日
（月） 15時〜 ホテルグランドパレス

■青少年奉仕委員会、
青少年交換委員会
→野澤青少年奉仕委員長、
清水青少年交換委員長
IAC地区合同活動・ロータリーファミリー交流会・IA地区
合同表彰式の案内について
2月18日
（日） 9時 日本大学第一中学高等学校
■国際ロータリー日本事務局→幹事
下半期RI人頭分担金について
RI人頭分担金 合計＄875
■次年度ガバナー補佐→次年度山本地区副幹事
次年度会長・幹事会の案内
2月5日
（月） 16時〜 平成の間
■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

■中條クラブ管理委員長

■職業体験、
インターシップ委員会
→野澤青少年奉仕委員長
「中学生の職場体験・高校生の就業体験」推進活動に
対するお願いと案内について
①受入事業所の登録等のお願い
②東京本郷RC職場体験発表会
2月2日
（金） 14時から 文京区シビックセンター
③卓話
④体験談募集

東京東久留米RCとの合
同夜間例会を1月23日(火)18
時から東久留米の川松にて
開催します。東村山駅東口
を17時集合、
17時15分発で
マイクロバスが出発します。
ご利用される方は、
遅刻の無いよう宜しくお願い致します。

■回覧：ハイライトよねやま、青少年奉仕情報、都立東村
山高等学校 若鶏だより

■山本会員

■出席報告

小町会員

■会員数：29名
■欠 席：5名
■本日の出席者：22名
■出席率：81.48％
■前々回出席率
（修正後）
：
89.29％

■ニコニコＢＯＸ

■野村例会運営委員長

北久保会員

■皆出席：
當麻会員（25回目）

◆石山会長・岩原幹事：先
日の新年会、金子パスト
会長叙勲を祝う会、お疲
れ様でした。大いに盛り
上がりました。五大奉仕
委員長、
卓話よろしく。
◆金子会員：祝う会、あり
がとうございました。使い
やすいお茶碗、
早速使わせていただきました。
◆嶋田会員：写真ありがとうございました。
◆山本会員：写真ありがとうございました。
◆野村会員：写真ありがとうございました。
●合計：13,000円

一年ぐらい前に会合でコ
ートを取り違えてしまってい
ました。Lサイズ以上の方で
、
自分のコートと違うことがあ
りましたら、
教えてください。
コートは、
カシミヤでなくキャ
メルですので、
見分けがつくと思います。

●累計：795,000円

■委員長報告
■樺澤宜野湾RC友好委員長
2月21日の地区大会の後
に、宜野湾RCとの懇親会を
開催します。会場は、
新宿プ
リンスホテルの25階で新宿
の夜景を見ながら、親睦を
深 めます 。会 費 は 、一 人
5000円です。是非、
皆様のご参加をお願いします。

河 野 外 務 大 臣 からの
ニュースレターで電話会談
の質問がありましたので、紹
介します。
どの様な用件で、
何時から外相同士で、電話
会談をしようと双方で打ち
合わせを決めることから始まります。
スピーカーの付いた会
談用の電話を前に、外務大臣以下、関係者がテーブルを
囲んで会議をしますが、
直接の話をする方が大切です。

■クラブ協議会（下半期の抱負）
■田中クラブ奉仕委員長
下半期例会の充実、
出席
率の向上、会員の増強をお
願いします。現在、私として
は石山年度に全力を尽くし、
より良い東京東村山RCに
貢献したいと思います。
よろ
しくお願いします。深川純一地区研修会で学んだ事。例会
が大事。例会で学び自分を磨く。
自分を磨いて真のロータリ
アンを目指す。
誰からも慕われる人材を目指しましょう。

■戸澤職業奉仕委員長
3月8日は、
ロータリーの水
と衛生月間に因み東村山浄
水場の視察研修を実施した
いと思います。見学時間は
13時30分から約１時間、見
学が終わって現地にて解散
です。
ロータリー運動は、倫理運動であり、
ロータリアン自身
の心を磨かなければ、
ロータリアン自身の職業倫理を高め、
世の中の倫理を提唱する事ができない。
「職業奉仕の実践
は先ず、
例会出席に始まる」心を磨け！自己研鑽、
切磋琢磨
せよ
！
！である。
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■赤木社会奉仕副委員長
上半期の活動は、皆さん
のご協力で市民産業祭りで
の綿あめ販売・輪投げの売
り上げを消防少年団へ育成
貢献、
ポリオ撲滅募金へ実
施できました。
下半期は、
前小町社会奉仕委員長が立ち上げたロータ
リークラブとして今何ができるかをテーマにした歩こう会の
継続事業を行います。
昨年同様、
野外活動連盟の皆様、
交
通少年団の皆さんと共に開催します。
参加者は、
100名を予
定しています。
1月30日にプロジェクトチームを立ち上げます。

■中丸国際奉仕委員長
国際大会の参加、
日台親
善会議への参加、
日韓親善
会議への参加、
バギオ基金
の4点がメインです。
日韓親
善会議の申し込みは、すで
に終了しています。地区で
は参加人数を気にしていて、
当クラブは、
日台親善会議の
参加者が16名の状況です。国際大会は、
野村会員が出席
いただける状況です。
日台親善会議を楽しく有意義に、
そし
て元気に無事に帰って来られるようにしたいと思います。

■野澤青少年奉仕委員長
高校生のインターンシッ
プ、職場体験は、地区青少
年奉仕委員会も重点事業と
して取り組んでいます。当ク
ラブとしても連携を保ちなが
ら協力できた活動でした。
今
後も、
継続事業として次年度以降も学校の要請に基づき積
極的に協力をしていきたいと思います。後期事業は、民間
団体が実施している青少年教育に対する事業の調査と把
握に努めたいと思います。
また、RIが認定するインターアク
ト、
ローターアクト、
RYLA、
青少年交換の４団体についての
研修を予定しています。

■閉会点鐘：石山会長
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