
東京福生RC 田村勝彦多摩分区ガバナー補佐・東京秋川RC 地区副代表幹事 齊藤章浩様

クラブ協議会(ガバナー補佐訪問)

東京東大和RC会長︓髙木裕様
東京東大和RC幹事︓安部琢正様

東京武蔵村山RC会長︓宮﨑茂夫様
東京武蔵村山RC幹事︓倉内淳様

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 榎本 弘容 会長︓北久保隆一
副会長︓中條基成
幹事︓大仁田隆義
副幹事︓榎本弘容

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︓髙野会員 点鐘︓北久保会長 幹事報告︓大仁田幹事

合唱︓中條会員 出席報告︓神﨑会員
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■会員数︓28名

■免除者︓1名
■欠席︓1名

■出席者︓26名
■出席率︓76.30％

■3週間前出席率
 （修正後)︓84.62%
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点鐘︓北久保会長
合唱︓ソングリーダー︓北野会員
　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︓北久保会長
幹事報告︓大仁田幹事
出席報告︓神﨑会員
ニコニコボックス︓益田会員
お客様ご挨拶
委員長報告
卓話
謝辞・閉会点鐘︓北久保会長
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点鐘︓北久保会長
合唱︓ソングリーダー︓中條会員
　我等の生業
お客様紹介︓小町会員
会長挨拶・会務報告︓北久保会長
幹事報告︓大仁田幹事
出席報告︓神﨑会員
ニコニコボックス︓益田会員
お客様ご挨拶
委員長報告
クラブ協議会
謝辞・閉会点鐘︓北久保会長

プログラム
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点鐘︓北久保会長
合唱︓ソングリーダー︓石山会員
　日も風も星も
会長挨拶・会務報告︓北久保会長
幹事報告︓大仁田幹事
出席報告︓田中会員
ニコニコボックス︓神﨑会員
委員長報告
卓話
謝辞・閉会点鐘︓北久保会長

プログラム
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点鐘︓北久保会長
合唱︓ソングリーダー︓中條会員
　それでこそロータリー
お客様紹介︓町田会員
会長挨拶・会務報告︓北久保会長
幹事報告︓大仁田幹事
出席報告︓神﨑会員
ニコニコボックス︓土田会員
お客様挨拶
委員長報告
クラブ協議会
謝辞・閉会点鐘︓北久保会長

プログラム
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点鐘︓野村会長
合唱︓ソングリーダー︓野澤(厚)会員
　四つのテスト
お客様紹介︓小町会員
会長挨拶・会務報告︓野村会長
幹事報告︓鈴木幹事
出席報告︓榎本会員
ニコニコボックス︓土田会員
委員長報告
卓話
謝辞・閉会点鐘︓野村会長

プログラム

Vol.56

今年度会長テーマ 夢をもち、寛容と奉仕の心で、地域・世界に貢献‼

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2671回例会 2022.9.29

プログラム



東京東村山ロータリークラブ

東京東村山ロータリークラブ

https://twitter.com/rid2580org https://www.instagram.com/
rid2580public/

■Twitter ■Instagram

地区公共イメージ向上委員会SNS

■皆出席︓
　野崎会員(33回目)・野村会員(20回目)

④会長挨拶・会務報告 北久保会長

町田会員③お客様紹介

⑤幹事報告 大仁田幹事

■東京福生RC　多摩分区ガバナー補佐 田村勝彦様

[臨時理事会報告]
9/30、10/29エンド・ポリオ・ナウ募金活動開催

ガバナー公式訪問二週間前となりました。私の顔が
少し明るいと思いませんか︖実は白内障の手術を17日
に行った。これまで運転が難しかったが今裸眼で1.2
となりました。4つ先の信号が見えます。こんなに
別世界になるとは思わなかった。先ほど臨時の理事
役員会を行った。ポリオ根絶の募金を急遽行うことに、
1回目は明日。2回目は10月の29日。本来市民産業
まつりですスポーツ少年団などと一緒に並んでポリオ
の募金をやる予定だったが産業まつり自体が
なくなって、どうしようかと悩んでいた。そうしたら
9/30久米川ナイトがあるので、小町会員に調整して
頂き、イベント開催の前に実施する運びとなった。
29日はメーキャップとします。最近ポリオがNYの下水
から検出された、というニュースもありますので、
まだまだ必要です。是非ご参加、ご協力を。

・東京武蔵村山ロータリークラブ創立50周年記念式典
　11/26(土)15:00～＠パレスホテル立川
　登録料　15,000円

・第51回ロータリー研究会 11/19(土)～2日(火)
　＠神戸ポートピアホテル
・メジャードナー顕彰午餐会 11/20(日)
　＠神戸ポートピアホテル
・入会2年未満対象・新入会員オリエンテーション
　“ハローRotary”第一クールの案内
　10/27(木)～11/4(金)<土日・祝除く>
　上記日程で希望日を調整。約2時間半のZoom開催
　該当者︓髙野会員・北野会員・土崎会員・
　　　　　神﨑会員・益田会員・菅原会員
・第3回多摩分区連絡会 10/14(金)16:00～＠黒茶屋
・東村山市社会福祉協議会 社協特別賛助会費
　納入の御礼の受理
・東村山市国際友好協会 会費納入の御礼の受理
・令和4年度中学生の「税についての作文」協賛依頼
　表彰式 12月予定 「東京東村山ロータリークラブ
　会長賞」の協賛金願い
[回覧]
　ハイライトよねやま/社会奉仕部門通信9月号/
　ロータリー文庫2021-22年度決算 2022-23年度
　予算

■東京秋川RC　地区副代表幹事 齊藤章浩様

■東京福生RC　多摩分区ガバナー補佐 田村勝彦様
■東京秋川RC　地区副代表幹事 齊藤章浩様

⑦ニコニコBOX 土田会員

　　　　　　　　　◆田村勝彦様(多摩分区ガバナー
　　　　　　　　　　補佐)︓本日はお時間を頂きあり
　　　　　　　　　　がとうございます。宜しくお願
　　　　　　　　　　いします。
　　　　　　　　　◆細渕一男様(名誉会員）︓先日は
　　　　　　　　　　妻の誕生日にお花を頂きました。
　　　　　　　　　　ありがとうございました。皆様
　　　　　　　　　　の益々のご発展を祈念しており
　ます。

◆北久保会長・大仁田幹事︓本日は田村ガバナー補佐、
　齊藤地区副代表幹事、ご多忙の中ありがとうござい
　ます。ガバナー公式訪問に向けて会員一同頑張って
　おります。3分間スピーチ髙野会員楽しみです。
◆當麻会員︓多摩分区ガバナー補佐田村様、地区副
　代表幹事齊藤様、本日はよろしくお願いします。
◆赤木会員︓田村ガバナー補佐、齊藤副代表幹事、
　本日はようこそおいで下さいました。よろしくお願
　いいたします。
◆中條会員︓田村ガバナー補佐、齊藤副代表幹事、
　本日はようこそお越しくださいました。ぜひ東村山
　を楽しんでください。
◆山本会員︓田村ガバナー補佐、齊藤副代表幹事、
　ようこそいらっしゃいました。よろしくお願い
　いたします。

合計︓41,000円　累計︓352,000円

⑧お客様挨拶

■ポール・ハリス・フェロー認証状と認証ピンの受理
　山本智治会員︓PHFマルチ2回目(ブルーストーンピン)

　平野裕明会員︓PHF認証賞状、ピン
　土田士朗会員︓PHF認証賞状、ピン



東京東村山ロータリークラブ

⑪謝辞・閉会点鐘︓北久保会長

～ 3分間スピーチ ～

～ ガバナー公式訪問にあたって ～

■中條IAC委員長

■髙野徹会員

■石山社会奉仕委員長

⑩クラブ協議会

9/30 18:00
＠久米川駅ポリオ募金

10/29 14:00＠東村山駅、
IAC合同ポリオ募金

「私は社会をこう見ています。」
コロナ融資を多くの事業者に対して実施。返済期限
が到来しているため借り換えのご案内をしているが、
当てはまらないお客様が多く、回復基調にあるのが
うかがえる。これに対して、物価高対応の相談、
リニューアル、新規出店などの比率が高くなって
きている。マネーロンダリングのチェックが厳しく
なってきている。高額のん振り込みなどは理由を
尋ねられることが増えてきています。振り込み先が
反社会ではないかどうか、確認している。東村山
警察は一番多い。窓口担当でもスムーズな手続きを
心掛けているがご協力をお願いいたします。

ファシリテーターは全体のそれなのか、個別テーマの
それなのかが不明なので、ここは明確にしたい。また、
歩こう会についての趣旨の説明と、これからの社会
に向けた目的を考え、第1回目は歩くことで勉強
しようじゃないかということで市民50名を入れて
100名で実施した。ガバナーの狙いはなにかを
考えてみたところ、５つの奉仕クラブについて、
狙いが記載されていたので参照にしたい。

目標達成のために会員全員で力を合わせて行いたい。
菅原さんが入会して頂き、ありがたい。木下さんの
息子さんも、入会予定。土田さん平野さん、相羽さん、
会員増強に燃えていることに感謝。中條さんも燃えて
いる。先日JCの大先輩、折笠先生をゴルフに誘い、
勧誘を。佐々木測量、竹内さんと森田さんとビールを
飲みながら勧誘。谷村さんにも勧誘。伊藤さん、
河野さん、（河野工務店）高根沢さんにも。会員に
なって17年になりますが会員増強をやりたいと考え
ていた。人脈のひろがり、感じながら60周年、50人
に向けて頑張りたいと思っています。

回ってこない可能性が強いと思いますが、これからの
取り組み方をディスカッションしてゆきたい。

別紙レジュメの説明
嶋村ガバナーの目的、方針についてや当日のタイム
スケジュール、青梅クラブや東大和クラブの実施
状況等の説明。テーマディスカッションについては、
時間が余った時のバッファを設けて頂き、テーマを
持っておくとよい。東大和の場合はテーマは2つで
あった。

別紙レジュメの説明
嶋村ガバナーの目的、方針についてや当日のタイム
スケジュール、青梅クラブや東大和クラブの実施
状況等の説明。テーマディスカッションについては、

⑨委員長報告

■東京福生RC　多摩分区ガバナー補佐 田村勝彦様

■小町幸生会員

■田中重義会員

■中條基成会員
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