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ブリティッシュヒルズ関係者来訪 ・ 委員会活動計画発表①

【 会長挨拶：ポリオ･プラス指定寄付について 】森岡 弘通 会長
ビル・ゲイツさんは、自らの財団からポリオ撲滅資金
として１億ドルを提供するから、２００７年１２月から
３年の間に、ロータリーも同額のお金を集めるよう提案し
私達のクラブでも前年度から年会費の中に２,５００円の
指定寄付が組み入れられました。しかし今年１月の国際
協議会でゲイツさんは更に 2 億５千万ドルの追加寄付を行いたいと表明し、
これを受けてロータリー財団は、同じくロータリーの全クラブが、２０１２年
６月末までに、毎年度２,０００ドルづつ、計６,０００ドルを集めるよう奨励
した。日野ＲＣとしては、地区や他クラブの状況を勘案し、今年度・次年度は
周年事業の積み立てもあるので、１,０００ドルのままとし、積み立ての必要
なくなる次々年度に４,０００ドルを集め、合計６,０００ドルとする計画を
ロータリー財団に報告しております。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・事務局移転のお知らせ、
一般財団法人 比国育英会バギオ基金の事務局が
７月９日(木)から変更になります。
・８月の例会変更のお知らせが来ております。
東京八王子西ＲＣ
東京八王子南ＲＣ
・今年度は『例会変更のお知らせ』を会報に掲載することになりました。

≪例会プログラム≫
【司会】
藤林 良昭 会場設営委員
【点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『我等の生業』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
千葉 正 様（日野四中校長）
高橋清吾 様(日野一中副校長)
鈴木 基 様（指導主事）
【会長挨拶】
森岡 弘通 会長
【幹事報告】
疋田 久武 幹事
【副会長のバッヂ交換式】
井村廣巳君 → 清原秀明君
【ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長
【出席報告】
松浦 信平 出席奨励委員
【委員会活動計画発表】
・井村廣巳
クラブ奉仕委員長
・小倉裕美
ＳＡＡクラブ運営委員長

【 副会長バッヂの交換 】
井村 廣巳
↓

↓

前年度副会長

・和田達也
親睦委員長

副会長

・岩田孝支
出席奨励委員長

↓

清原 秀明

・藤巻秀和
会場設営委員

・後藤一郎
ｸﾗﾌﾞ会報･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

【 ブリティッシュヒルズ関係者挨拶 】

千葉 正 様

／

高橋 清吾 様

／

鈴木 基 様

日頃ブリティッシュヒルズ事業でお世話になっております。
今回、団長を務めさせて頂きます千葉と申します。
第３回に副団長として同行したのですが、その時、大きな感動を覚えました。
そこは、まさにハリーポッターの世界で、３日も居ると英語が話せる気に
なってきます！子供達に素晴らしい体験を提供出来るよう頑張ります！

【 委員会活動計画発表 ① 】
＜クラブ奉仕委員会＞

井村 廣巳 委員長

＜出席奨励委員会＞

岩田 孝支 委員長

ロータリーの基本である例会への

出席率向上になるよう全会員の創意を集約し実施する。

出席奨励と楽しい例会作りをします。

例会に出席出来ない理由を把握し、メーキャップの具体

クラブの充実を図る為、会員増強を行い

的フォローを共に検討する。

メンバーに「自分のクラブ」という自覚

挨拶を徹底し、楽しい雰囲気作りに努める。

を持ってもらう事により、退会防止につなげます。

出席率の良かった会員に記念品を贈呈する。

また、委員会の連絡を密にする為、炉辺も開催します。 炉辺を行い、欠席会員が出席出来るよう考慮する。

＜ＳＡＡクラブ運営委員会＞ 小倉 裕美 委員長
ＲＩテーマと森岡会長方針の実現の為、
例会出席率の大幅なアップと活気ある
例会創りをして、会員増強に協力する。
その為に毎月、２ヶ月先の予定を決める

＜ｸﾗﾌﾞ会報･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会＞ 後藤 一郎 委員長

炉辺を開催し、必要な事項は理事会に諮りながら運営を
『クラブ会報委員会』

行っていきます。

記録の保存方法は、例年通り紙面と

＜会場設営委員会＞

藤巻 秀和 委員

ＲＩ会長・森岡会長の言葉を深く受け

ＤＶＤ(昨年はＣＤ)の２本立てとします。
編集方針として、例会の楽しい雰囲気が

止め、会場設営小委員会が一丸となる

紙面から感じられるように努めます。

ことはもちろん、奉仕部門全体を常に

欠席の会員には、その日のうちに会報を郵送します。

頭におき和やかな例会運営を心掛けます

記録の正確を確保し、かつ作業時間の短縮のため、

会場設営委員以外の皆様も、設営並びに撤収にご協力

挨拶・報告・発表等、要点をメモして提出して下さい。

頂けますようよろしくお願い致します。

用紙は事務局にあります。

＜親睦委員会＞

和田 達也 委員長

会員及び会員家族が気軽に参加できる
イベント等を通じ、互いに親睦を深め
明るく楽しいクラブを目指します。
１０月２１日(水)にはゴルフ会と共同で
新入会員歓迎の親睦旅行を行う予定で準備中です。
また、ご夫人(ご夫君)誕生日は、花より団子という事で、
グルメの品をお送りいたします。

『プログラム委員会』
ロータリーは、良質な社交クラブです。会員相互の理解
と懇親、ロータリーの知識の収得は欠かせませんが、
広く外の話を聞くことが出来るのもロータリーの
大きな魅力の一つです。
年間の５０％くらいは外部講師をお招きする方針です。
なお、強調月間その他、卓話時間の使用計画は、
今から「○月○日 予定」と宣言して下さい。

詳細は活動計画書『１２〜１７頁』をご覧下さい

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ：22,000 円／累計 96,000 円
ビジターフィー：
成田恭隆

君

0 円／累計 2,000 円

日野市立第四中学校 校長 千葉様、
日野市立第一中学校 副校長 高橋様、
日野市教育委員会 指導主事 鈴木様、本年もＢＨ国内留学事業でお世話になります。

森岡弘通

君

国際ロータリー第２８４０地区(群馬)の４７のロータリークラブによる、
フィリピン・ドンガロ川の浄化作戦が成功しますように。

疋田久武

君

今日で２回目の例会、まだ先が長い！

濱田政幸

君

１５００坪の庭園が完成した感謝状を頂きましたので。

後藤一郎

君

和田達也さんがうるさく言うので・・・。

井村廣巳

君

野村直前会長、世界大会のバッチお土産、ありがとうございます。

岩田孝支

君

森岡会長・疋田幹事の年度のスタートを祝して。
今年度は、出席奨励委員長として皆様に電話をさせて頂きます。よろしく。

奥野誠也

君

梅雨の季節なのに我が家は台風シーズンが到来しました。

藤林良昭

君

蒸し暑い日は、特に体にこたえます。

山口徹雄

君

初めてニコニコさせていただきます。和田さんのゴルフダイジェストにつられました。

山下雅弘

君

無事、週報第１号を発行する事が出来ました。皆様のご協力に感謝して。

【 出席報告 】

松浦 信平 出席奨励委員

＜事前メーキャップ＞

会員総数
(出席免除数)

出席総数
(免除者出席数)

本日報告

42
(9)

23
(3)

前回訂正

42
(9)

前々回訂正

44
(11)

飯作金彦 君（前理事会）
大谷明久 君（新旧理事会）
熊井治孝 君（新旧理事会）
小島

馨 君（クラブ奉仕委員会）

小宮延雄 君（新旧理事会）

ＭＵ

欠席

出席率

事前(6)

7

80.56 %

34
(6)

(1)+0

4

89.74 %

22
(4)

(9)+0+0

6

83.78 %

渡邊章郎 君（新旧理事会）

≪例会変更のお知らせ≫

【 今後の予定 】
■7 月 15 日■

委員会活動計画発表②

お食事：うなぎ藤田

■7 月 22 日■

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ

お食事：開運そば

■7 月 29 日■

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ･会員増強

お食事：健雄

■8 月 5 日■

卓話『日野の野鳥たち』

お食事：

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

・飛火野 RC
・八王子 RC
・八王子南 RC
・八王子西 RC

7/28 夜間例会
7/30→8/1 花火鑑賞例会
7/22 休会
7/29 移動例会
7/24→7/31 夜間例会

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・阪口茂・左門左兵衛
保土原啓・山下雅弘

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

