
2020-21度 集合写真

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3-25-1

週報作成︓クラブ管理委員長 平野 裕明 会長︓野村高章
副会長︓岩原隆
幹事︓鈴木龍雄
副幹事︓平野裕明

事務所︓〒189-0013
URL︓https://hm-rc.org/
facebook︓https://www.facebook.com/HigashimurayamaRC/

h.murayama@eagle.ocn.ne.jp
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

司会︓榎本会員 点鐘︓野村会長 幹事報告︓鈴木幹事

合唱︓野澤(秀)会員 出席報告︓古屋会員

②

⑧③

⑦

■会員数︓27名
■欠席︓1名

■出席者︓26名
■出席率︓96.30％

■前々回出席率
（修正後)︓100％
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引継ぎ式
点鐘︓野村会長
合唱︓ソングリーダー︓野澤(秀)会員
　国歌斉唱・奉仕の理想
お客様紹介︓山本会員
会長挨拶・会務報告︓野村会長
委嘱状
幹事報告︓鈴木幹事
出席報告︓古屋会員
ニコニコボックス︓石嶋会員
お客様挨拶
委員長報告
クラブ協議会
謝辞・閉会点鐘︓野村会長

プログラム

Vol.54

今年度会長テーマ 七転び八起き︕

東京東村山ロータリークラブ
国際ロータリー第2580地区

第2579回例会 2020.7.2



東京東村山ロータリークラブ

■山本地区国際奉仕委員
■岩原地区クラブ運営支援委員
■平野地区公共イメージ委員

⑤会長挨拶・会務報告 野村会長

④お客様紹介 山本会員

⑥幹事報告 鈴木幹事

①引き継ぎ式

⑤委嘱状

⑨ニコニコBOX 石嶋会員

■結婚祝い月︓平野会員
■令夫人誕生祝い月︓古屋会員・樺澤会員・北久保会員・
　赤木会員・村田会員

多摩分区ガバナー補佐︓
小峰博昭様
分区幹事︓芳野隆宜様
地区副幹事 ︓山本仁志様
東京西北RC 福田紘一様

2019-20年度 山本直前会長・岩原直前幹事
2020-21年度 野村会長・鈴木幹事

　　　　　　　　　◆小峰ガバナー補佐・芳野分区幹事
　　　　　　　　　　(東京青梅RC)︓今年１年よろしく
　　　　　　　　　　お願いいたします。
　　　　　　　　　◆山本地区副幹事(東京福生RC)︓皆
　　　　　　　　　　様よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　◆細渕名誉会員︓東村山ロータリー
　　　　　　　　　　が心ひとつに益々活躍を願って!
◆野村会長・鈴木幹事︓新しい年度が始まりました。コ
　ロナで先が見えませんが一致団結して頑張っていきま
　しょう。１年間よろしくお願いいたします。
◆山本直前会長︓野村会長・鈴木幹事、いよいよスター
　トですね。頑張ってください。本年もよろしくお願い
　します。
◆岩原直前幹事︓小峰ガバナー補佐・芳野分区幹事、山
　本地区副幹事ようこそお出でくださいました。本年度
　よろしくお願いします。野村会長・鈴木幹事年度のス
　タートです︕私事ですが娘が聖マリアンナ医科大学の
　学業成績優秀学生に選ばれました。
◆北久保会員︓梅雨の合間貴重な晴天。野村会長・鈴木
　幹事年度の幕開けです。お客様皆様1年間ご指導よろ
　しくお願いします。
◆野澤(秀)会員︓小峰ガバナー補佐・芳野分区幹事、山
　本地区副幹事、今年度ご指導よろしくお願いします。
◆小町会員︓野村会長・鈴木幹事、この時期のロータリ
　ー活動ですが頑張ってください。山本パスト会長、岩
　原前幹事一年間ご苦労様でした。
◆當麻会員︓いよいよ新年度のスタートです。野村会長・
　鈴木幹事、一年頑張りましょう。ガバナー補佐・分区
　幹事一年間よろしくお願いします。
◆平野会員︓山本直前会長、昨日は美味しいウイスキー
　ありがとうございました♪
◆戸澤会員︓野村会長・鈴木幹事、いよいよ出航です。
　体調に気を付けて頑張ってください。みんなで応援し
　ます。
◆金子会員︓多摩分区ガバナー補佐小峰様、分区幹事芳
　野様、2580地区副幹事山本様、よろしくお願いしま
　す。山本直前会長、岩原直前幹事一年間お世話になり
　ました。野村会長・鈴木幹事、大変な時期ですがよろ
　しくお願いします。
◆赤木会員︓野村会長・鈴木幹事、一年間ご苦労おかけ
　します。健康に留意してください。小峰ガバナー補佐、
　本日はようこそ。
◆田中会員︓小峰ガバナー補佐、芳野分区幹事、山本地
　区副幹事、ようこそ東村山へ。一年間お世話になりま
　す。
◆土田会員︓山本パスト会長、岩原直前幹事、一年間お
　疲れ様でした。
◆村田会員︓野村会長・鈴木幹事、一年間よろしくお願
　いします。

理事会報告
　6月収支明細・年間収支報告・新年度予算・例会変
　更・東久留米合同例会(東村山RCホスト)

・2019-20年度国際ロータリー第2580地区DDF(地
　区財団活動金)収支総括表の受理について
・2023-24年度ガバナー(ガバナーノミニーデジグネ
　ート)候補者推薦のお願いについて 締切日︓9/1(火)
・HPに「ロータリー文庫」リンクのお願い
・新型ｺロナウィルスに関する社会奉仕事業アンケー
　トの最終報告
・ロータリーの友 在宅勤務継続
・RI日本事務局 事務所業務時差出勤継続
・7月のロータリーレート 1＄＝107円
・ロータリー米山記念奨学会 事務所業務時差出勤
・2020-21年度ロータリアン卓話者リストの受理
・多摩分区親睦ゴルフ大会 9/4(金) 7:20集合 
　＠青梅ゴルフ倶楽部 参加費:5,000円

・東京秋川RC 訃報︓長谷川安年会員 葬儀告別式は
　近親者のみ
・例会変更 東京青梅RC︓7/7(火)・7/14(火)例会場
　変更
・例会変更 東京秋川RC︓7/23(木)祝日休み
[回覧]
　多摩分区親睦ゴルフ



東京東村山ロータリークラブ

https://photos.app.goo.gl/NjzzZuR1Gh6absBJ6

URL、QRコードから集合
写真のダウンロード可能
です。

⑬謝辞・閉会点鐘︓野村会長

集合写真

■野村会長

■鈴木幹事

～1年の抱負～

2016年に新都心RCに入会してロータリー歴5年目にな
ります。今年度の抱負としては、「幹事の役割を正しく理
解すること」た一番大切だと思います。そして、クラブ幹事
は、クラブの要として、多彩な実務を遂行することが求め
られます。更に、会長及び幹事は、会員がクラブライフを
楽しんでいただく為のホストだと野村会長から言われた
のが大変印象的でした。今年度は、1年間終わった時に、
1年間楽しかったよと、皆様に言ってもらえるようにした
いと思います。

今回54代の会長になります。今まで歴史を築いてきた諸
先輩方への感謝の念が絶えません。今年度はコロナウイ
ルスの影響が多々あると思いますが、明るく考えていき
たいと思います。わたくしは、2回目の会長で、ロータリ歴
も今年で20年なります。当初は、誰も知り合いのいない
なか、東京東村山RCに入会しました。わたくしは「例会出
席」が奉仕への第1歩だと思っていますので、皆様も
同じ思いでいて頂ければと思います。本日3人の地区
委員に委任状を渡させて頂きましたが、地区に出ると
いうことは例会出席に値するものだと思います。地区
に出て、色々な情報をクラブにフィードバックして頂
きたいと思います。今年一年、奉仕の扉を開いて頂け
ればと思います。

司会︓鈴木幹事

⑫クラブ協議会

合計︓93,000円　累計︓93,000円

今年度のガバナ―
補佐を務めさせて
頂きますのでよろ
しくお願い致しま
す。今回の新型コ
ロナウイルスは、
命に係わることで
すのでそれを念頭
において行動をよ
ろしくお願いいた
します。

昨日は福生、本
日は東村山にお
伺いし、活気あ
る例会を拝見で
きました。

今年1年間よろし
くお願い致しま
す。ご意見など
ございましたら、
承りますので、
お申し付けくだ
さい。

多摩分区ガバナー補佐小峰博昭様

分区幹事
芳野隆宜様

地区副幹事 山本仁志様

⑩お客様挨拶

■小町青少年奉仕委員長

■石山会員研修委員長

■平野クラブ管理委員長
■平野地区公共イメージ委員

昨年度からスタートした新
事業に関しまして、地区補
助金とは切り離し、一旦白
紙にしたいと思います。

・ホームページリニューアル
・本日18:30より新旧会長幹事 慰労と激励の会
　＠たきび

・ロータリーの友紹
　介
・多摩分区親睦ゴル
　フ大会参加よろし
　くお願い致します。

⑪委員長報告

■石山ゴルフ部部長



東京東村山ロータリークラブ

2020年7月2日(木)「2020-2021年度 東京東村山ロータリークラブ 安全・健康祈願」が八坂神社拝殿で開催されまし
た。例年、会員全員で執り行われますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、会長今年は、野村高章会長・鈴木
龍雄幹事と各委員長のみの参加で1年間の安全・健康祈願致しました。

2020年7月2日(木)「新旧会長幹事 慰労と激励の会」が、食彩酒房たきび＆たきび庵で開催されました。
2019-20年度 山本智治会長・岩原隆幹事
2020-21年度 野村高章会長・鈴木龍雄幹事
を慰労・激励致しました。

■2020-21年度 東京東村山ロータリークラブ 安全・健康祈願 ＠八坂神社

■2020-21年度 東京東村山ロータリークラブ 新旧会長幹事 激励と慰労の会 ＠たきび

米山奨学金贈呈︓許月さん 挨拶︓細渕一男名誉会員

https://photos.app.goo.gl/ztuZWTRpNC3VZCYU7

URL、QRコードから
2020-21年度 東京
東村山ロータリークラブ
新旧会長幹事 激励と
慰労の会の写真が
ダウンロード可能です。
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