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第 2455 回例会報告
回例会報告
日

時：令和２年 10 月 7 日（水）

会

場：例会場

司

会 :ＳＡＡ

11/4 短縮例会、11/18 は 11/20 ガバナー公式訪問合
同例会に振替、12/2 短縮例会「年次総会」、12/16 年
時田副委員長

忘れ家族例会をパレスホテル立川で行います。詳細は

山崎会長

11 月に親睦活動委員会よりご案内します。11 月と 12

開会点鐘
斉

唱：なし

会長報告

月のお食事券 5 千円分を 11/4 に配布いたします。
山崎会長

●多摩中グループ ガバナー公式訪問合同例会について

10 月 21 日の例会はクラブ協議会です。ガバナー補

11/20(金)パレスホテル立川にて 18 時開会

佐とグループ幹事が来所されます。ネクタイ着用の正
装でお願いします。
幹事報告

出席は会長・幹事・会員 10 名(クラブの会員数によ
る割振りがありました)その他の会員は、当日

遠藤久幹事

zoom、後日 YouTube 配信で出席とします。

●地区「職業奉仕セミナー」（入会 3 年前後の会員中
心）のご案内

当日出席者の登録料は例会と懇親会で 1 万円。今
年度は IM の代わりに合同例会となりましたので、予

日時

11 月 6 日（金）14 時 30 分

算の「IM 登録料」よりクラブが補助をしますので個

場所

大森東急 REI ホテル

人負担は 5 千円です。

出席を希望される方は事務局までお知らせください

出席する会員 10 名は希望者ですが、希望者が 10

●東京米山友愛 RC 創立 10 周年オンライン記念例会

名に満たない時は会長指名とさせていただきます。

のご案内

●職業奉仕委員会 PET 検査の団体サポートについて

日時

11 月 15 日 10 時 30 分～12 時

委員長より報告済み

登録料 5 千円･剰余金は医療分野への支援寄付

●社会奉仕委員会 11/15 クリーン多摩川実施に伴う

詳細は掲示板をご覧ください

協賛金について

●10 月のロータリーレートは１ドル 105 円です

例年どおり 5 千円を支出します

●指名委員の選出について

委員長報告

次年度会長ノミニーを指名するための指名委員会

●佐伯職業奉仕委員長「PET 検診の団体サポートにつ

は、クラブ運営規定により、11 月に指名委員会を開

いて」

催することになっています。しかし今年度はこれまで

これまで武蔵村山病院で PET 検診を受けて

いましたが、今年度は、系列の東大和病院付属セント

のところ月 2 回の短縮例会と変則であるため、例年

ラルクリニックで人間ドックを受診し、別日に武蔵村

どおりの 2 回の指名委員会の開催ができません。そ

山病院で PET を受けることになります。会員割引料

こで、本日 10/7 に理事会で指名委員を決定し、例会

金のあるご案内を近日中に配布いたします。

後に第 1 回目の指名委員会を開催し指名委員長を選

●北島正典プログラム委員長「卓話の予定」

出したいと思います。11/4 に第 2 回指名委員会を開

整理収納士 小宮真理さんの卓話を、次週動画で配信
いたします。井田会員のご紹介の方です。

催し、指名委員の承認を得ることにしたいと思いま
す。

クラブフォーラム
理事会報告
●11 月・12 月の例会について

次年度会長ノミニー（次々々年度会長）候補を指名
山崎会長

する、指名委員会のメンバーを発表します。例会後に
第 1 回指名委員会を開催し、指名委員長を決めます
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ので、委員の方はお残りください。
委員を発表します。
会長 山崎義晴 ・幹事 遠藤 久・会長エレクト 本間
康彦会員・副幹事 遠藤直孝会員・会長経験者 木島常
明会員・会長経験者 遠藤常臣会員・幹事経験者 小澤
崇文会員・幹事経験者 喜連元昭会員・５年以上在籍
者 岡田みどり会員・５年未満在籍者 北島清高会員
●クラブ協議会の議題について
「今後の例会の開催方法について」を議題といたしま

10 月誕生月の本多会員・寺澤会員

す。よろしくお願いいたします。

会員

委員長 就任挨拶
●会員記念日紹介

山岡親睦活動委員長

国際奉仕委員長

１０月のお祝い

津戸 弘樹

委員会には、経験豊富な頼れ

会員誕生月
五十嵐一典会員（27 日）

る副委員長と委員の方々がいら

寺澤

っしゃいます。

武会員（15 日）

事業の目標としては、具体的

千葉伸也会員（27 日）

にこれまでの流れを継承して、

本多鋼治会員（27 日）

カンボジア教師育成支援プロジ

小沢国寛会員（28 日）

ェクト・PBG 学生短期滞在支援

夫人誕生月

プロジェクトを行う。出来るこ

五十嵐一典会員夫人・啓子様

とから行い、そこへ当会ならではの国際支援が出来れ

時田千弘会員夫人・陽代様

ばと思っています。ご協力よろしくお願いいたします。

杉田和男会員夫人・伸子様
遠藤直孝会員夫人・直子様
ニコニコＢＯＸ
●山崎会長

国 立 の 秋
津戸弘樹親睦活動委員

過しやすい季節になりました。過ごしや

すい 10 月生まれの会員の皆様おめでとうございます。
●遠藤久幹事

すっかり秋らしくなりましたが、みな

様いかがお過ごしでしょうか。私の孫娘も一歳をむか
え、楽しく過ごしております。
●時田会員

家内の誕生日すっかり忘れていました。

今日いただいた記念品で義理が済みそうです。有難う

遠藤常臣会員のほうれん草畑↑

ございました。
●寺澤会員

誕生日のお祝い、ありがとうございまし

た。定年まで残り 1 年、頑張ります。
●遠藤直孝会員

妻の誕生日プレゼントありがとうご

ざいます。
●本多会員

誕生日のプレゼントありがとうございま
市役所の
金木犀⤴

す。免許更新で何十年ぶりにゴールドになりました。
なんだか嬉しいです。
＊ニコニコ BOX 合計 27,000 円
出席報告
１０月
閉会点鐘

累計 307,000 円

小澤崇文出席奨励委員
７日

在籍４７名中

鈴木会員の
田んぼ↑

出席３２名
山崎会長
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谷保緑地
彼岸花→

