
■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

■クラブ管理委員会／飯田　能士
■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

国際ロータリー第2580地区東京東村山ロータリークラブ

Vol.49

国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2363回例会 2015.7.2

ロータリーでハッピーライフ！

世界への
プレゼントに
なろう

世界への
プレゼントに
なろう

■点鐘：戸澤会長

■司会：山本会員

■会長・幹事伝承式

■記念撮影

■会長報告 戸澤会長

第一例会。お祓いで身が引き締まる。100パーセント
出席。気持ち良くスタート。野﨑ガバナー補佐、町
田分区幹事福生RCへ。

　細渕一男名誉会員、櫻井パストガバナー、西村パ
ストガバナー補佐を迎え会員の記念撮影を行いまし
た。そのあと、今年度の会員の健康とクラブの繁栄
を祈念して野口宮司からお祓いを受けました。

　例会開会の前に、赤木直前会長から戸澤新会長に
木槌の授与並びに会長バッジが戸澤新会長の襟に付
けられました。田中直前幹事から飯田新幹事に簿冊
一式が手渡された。

細渕一男名誉会員から慰労と激励のことば。
櫻井権司パストガバナー、西村年博パストガバナー
補佐から激励。
東京東村山ロータリークラブの伝統はしっかり受け
継がれて行くことを確信。
一年間の大きな成果を生むのでは。
学生時代応援団所属、｢フェエー｣が正しい言い方。

■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：
　村田会員

■お客様紹介：
　目時パストガバナー補佐
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

28 28 0 0 100

■出席報告 岩原会員

◆櫻 井 様：2回目の会長、戸澤の初例会へエールを送
　　　　　　りに来ました。一年間のご活躍を祈念し
　　　　　　ております。
◆西 村 様：戸澤会長、飯田幹事、本日初めての例会､
　　　　　　櫻井パストガバナーと一緒にお世話にな
　　　　　　ります。
◆細渕名誉会員：
　　　　　　皆さんこんにちは！ お久しぶりです。赤
　　　　　　木会長、田中幹事、ご苦労様でした。お
　　　　　　疲れのことと思いますが、ある反面、良
　　　　　　き体験になったとも考えられます。今後
　　　　　　の諸活動に大きな力となる事でしょう。
　　　　　　そして戸澤会長、飯田幹事には大変忙し
　　　　　　い社会情勢の中での船出です。体調に留
　　　　　　意されて活躍されることを大きく期待し
　　　　　　ます。

西川会員■ニコニコＢＯＸ

■ガバナー事務所：
・地区役員・委員の委任状の受理
　　野崎一重会員：
　　　2015～16年度国際ロータリー第2580地区ガバ
　　　ナー補佐
　　　地区研修委員会　委員
　　町田清二会員：
　　　2015～16年度国際ロータリー第2580地区分区
　　　幹事
　　山本智治会員：
　　　2015～16年度国際ロータリー第2580地区
　　　国際奉仕委員会　委員
　　中條基成会員：
　　　2015～16年度国際ロータリー第2580地区
　　　インターアクト委員会　委員
　　當麻　誠会員：
　　　2015～16年度国際ロータリー第2580地区
　　　資金推進委員会　委員
・ネパール地震義援金御礼と報告の受理
　第2580地区総額　6,116,962円
・2014～15年度第2580地区ＤＤＦ(地区財団活動資金)
　収支総括表の受理
■インターアクト委員会：
　第1回地区インターアクト委員会開催の案内について
　2015年7月25日(土)　15:00～
　於　日本大学第一高等学校
■国際ロータリー日本事務局：
　寄付・認証　ロータリークラブの手引き(2015～16
　年度版)の受理
■釜石東ロータリークラブ(ガバナー事務所)：
　釜石東ロータリークラブへの寄付の案内について
　2019年釜石で開催されるラグビーワールドカップ
　に伴う青少年奉仕活動の企画の協力
　寄付金：任意(5,000～10,000円程度)
■補助金委員会：
　2016～17年度地区補助金プロジェクト申請受付開
　始の連絡
　申請受付期間：2015年1月1日(水)～9月30日(水)
■(財)ロータリー米山記念奨学会：
　2015年度上期普通寄付金のお願いについて
　送金時期　7月～8月
■例会変更：
　・東京板橋セントラルＲＣ　7/31(金)→7/30(木)夜
　　間例会　他
　・東京ベイＲＣ　8/31(木)→休会　他
■回覧：
・バギオだより
・コーディネーターニュース7月号

■幹事報告 飯田幹事

■皆出席：
　嶋田会員(7回目)

■令夫人誕生祝月：
　赤木会員、隅屋会員
　樺澤会員、村田会員
　北久保会員

■会員誕生祝月：
　北久保会員
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◆戸澤会長、飯田幹事：
　　　　　　伝統ある東村山ロータリークラブの第49
　　　　　　代目の会長、幹事を仰せつかりました。
　　　　　　一年間精一杯努めさせてさせて頂きます｡
◆目時会員：戸澤会長、飯田幹事、一年間頑張って下
　　　　　　さい。戸澤会長、強い会長になって下さ
　　　　　　い。櫻井パストガバナー、西村パストガ
　　　　　　バナー補佐、ご出席ありがとうございます｡
◆嶋田会員：戸澤忠新会長、飯田能士新幹事、一年間
　　　　　　よろしくお願い致します。頑張って下さ
　　　　　　い。細渕一男名誉会員ようこそ。今年も
　　　　　　よろしくお願い致します。櫻井パストガ
　　　　　　バナー、西村パストガバナー補佐ようこ
　　　　　　そ。今年もよろしくお願い致します。
◆相羽会員：戸澤会長、飯田幹事、今年度一年間お世
　　　　　　話になります。よろしくお願いします。
　　　　　　赤木直前会長、田中直前幹事、一年間お
　　　　　　世話になり、ありがとうございました。
◆金子会員：戸澤会長、飯田幹事、一年間体調に注意
　　　　　　されてロータリークラブの運営よろしく
　　　　　　お願い致します。クラブ奉仕委員長とし
　　　　　　て円滑かつ明るいクラブとなるように努
　　　　　　めてまいります。いつも細渕名誉会員さ
　　　　　　ん、ご指導ありがとうございます。なお､
　　　　　　私事ですが、母親の介護のため夜の会合
　　　　　　では何かとご迷惑をおかけすること、お
　　　　　　許し下さい。
◆當麻会員：戸澤会長、飯田幹事、一年間よろしくお
　　　　　　願いします。櫻井パストガバナー、西村
　　　　　　パストガバナー補佐、第一例会へようこそ！
◆赤木直前会長：
　　　　　　東京武蔵野ＲＣ、パストガバナー櫻井権
　　　　　　司様、東京小平ＲＣ西村年博様、本日は
　　　　　　ようこそおいで下さいました。前東村山
　　　　　　市長、名誉会員細渕一男様、本日は大変
　　　　　　お忙しい中、新年度第一例会においで下
　　　　　　さいましてありがとうございます。戸澤
　　　　　　会長、飯田幹事、一年間健康に留意して
　　　　　　ご活躍下さい。
◆中丸会員：本日より新しい戸澤丸の出港ですね。戸
　　　　　　澤会長、飯田幹事、頑張って下さい。赤
　　　　　　木直前会長、田中直前幹事、一年間ご苦
　　　　　　労様でした。細渕名誉会員ようこそおい
　　　　　　で下さいました。一年間よろしくお願い
　　　　　　致します。
◆野澤会員：戸澤会長、再度の登板ご苦労様です。飯
　　　　　　田幹事頑張ってください。応援します。櫻
　　　　　　井パストガバナー、西村パストガバナー
　　　　　　補佐、ようこそおいで下さいました。今
　　　　　　年もご指導よろしくお願いします。年初
　　　　　　の例会に10万円貯まりましたので、米山
　　　　　　奨学金に寄付します。
◆山本会員：赤木会長、田中幹事、お疲れ様でした。
　　　　　　戸澤会長、飯田幹事、一年間よろしくお
　　　　　　願いします。本日は細渕名誉会員、櫻井
　　　　　　パストガバナー、西村様、ようこそいら
　　　　　　っしゃいました。本年度よろしくお願い
　　　　　　致します。
◆清水会員：一年よろしくお願いします。
◆樺澤会員：戸澤会長、飯田幹事様、一年間ご健勝で
　　　　　　ご活躍を期待し、よろしくお願いします｡
　　　　　　櫻井様、いつもご指導ありがとうござい
　　　　　　ます。

◆小町会員：戸澤会長、飯田幹事、一年間お身体にご
　　　　　　留意頂き、ゆっくりと船出して下さい。
　　　　　　継続的奉仕活動のプロジェクトもよろし
　　　　　　くお願いします。
◆北久保会員：
　　　　　　細渕名誉会員のご出席を仰ぎ、新年度戸
　　　　　　澤会長丸の晴れやかな門出、私もできる
　　　　　　だけ頑張ります。又、今夜の新旧会長・
　　　　　　幹事慰労激励会、皆様どうぞよろしくお
　　　　　　願い致します。
◆田中直前幹事：
　　　　　　櫻井パストガバナー、小平ＲＣ西村様、
　　　　　　お世話になります。ようこそおいで頂き
　　　　　　ました。ありがとうございます。戸澤会
　　　　　　長、飯田幹事、一年間よろしくお願いし
　　　　　　ます。
◆野村会員：今年一年、無事に活動できますように。
　　　　　　戸澤会長、飯田幹事よろしくお願い致し
　　　　　　ます。
◆村田会員：戸澤会長、飯田幹事、今年度一年間よろ
　　　　　　しくお願い致します。櫻井パストガバナー､
　　　　　　西村様、ようこそおいで下さいました。

本日のニコニコ合計：    105,000円
　　累　　　計　　：    105,000円

■委員長報告

■小町プロジェクト
　委員長：

■北久保クラブ管理
　委員長：

■ご挨拶

■細渕名誉会員：

■地区からお祝い

■荻野会員増強委員長
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■閉会点鐘：戸澤会長

■司会：飯田幹事

■戸澤会長：

■開会のご挨拶：金子クラブ奉仕委員長

■細渕一男名誉会員からご挨拶
■野崎多摩分区ガバナー補佐からご挨拶
■赤木直前会長、田中直前幹事からご挨拶。
　戸澤会長、飯田幹事からご挨拶。
■乾杯ご発声：嶋田憲三パスト会長

■クラブ協議会

■新旧会長幹事・慰労激励会

　伝統ある 49 代目の会長を仰せつかりました。38 代
以来２回目の会長。赤木直前会長、田中直前幹事、大
変お疲れ様でした。
　東京東村山ロータリークラブは昭和 42 年 2月23日
創立。49 年目。当クラブから多摩分区ガバナー補佐・
分区幹事を輩出。分区最大の IMを 9月22日、昭和
館で開催。50 周年に向けての準備もあり、担当委員会
の方にはお骨折りをお願いします。
　会の運営については、飯田幹事と相談の上、理事会
の承認を得て進めたい。
　夜間例会は７回予定。目時先輩の言う通り価値観の違
う事を議論しても結果は出ないので、そういう考えもある
んだなと寛容な気持ちで親睦を深めてほしいと思います。
今年度の理事会の懇親には事務局も参加します。

■飯田幹事：
　催しものが多い年度。皆さんでご協力を。会員増強
も努力していきましょう。

弥左衛門で18:30 ～細渕一男名誉会員も参加。
和気藹々和やかな雰囲気で進行。皆さん楽しい時間を
共有されました。

■西村年博
　パストガバナー補佐：

■櫻井権司
　パストガバナー：

■記念品贈呈：
　直前会長・幹事に

■花束贈呈：
　戸澤会長、飯田幹事

■花束贈呈：
　野崎多摩分区
　ガバナー補佐
　町田多摩分区
　分区幹事

■第1回（7月度）理事・役員会

2015年7月1日（水）　於　たきび　18:30～

1. 6月の収支明細報告について
　金子会員よりご報告→承認しました
2. 15年～16年度予算案について
　赤木会員よりご報告→承認しました
3. 15年～16年度組織票について
　飯田幹事よりご報告→承認しました
4. 例会変更・休会について
　第4例会を夜間例会へ変更→承認しました
5. ｢心の東京革命協会｣協会継続支援及び会費納入1万
　円について
　→承認しました
6. 東村山国際友好協会賛助金について(継続で3万円)
　→承認しました
7. 再入会予定者・大仁田隆義氏について
　→承認しました
8. 特別会費について
　→昨年同様に災害準備費5000円を承認しました
9. 地区クラブ奉仕委員会｢卓話者リスト｣
　→北久保会員の登録承認しました
10.クラブ細則第4条第2節、クラブ細則第9条について
　→訂正を承認いたしました
11.夜間例会の時間について
　→午後6時30分～承認いたしました
12.新入会員の進行プログラムについて
　→承認いたしました
13.釜石ＲＣへの寄付金について
　→否決にて承認致しました
14.細渕名誉会員の｢名誉会員｣継続について
　→承認致しました


