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委員会活動計画発表②

第２１１８回 No.０３

『奉仕プロジェクト部門』

【 会長挨拶：ロータリーとポリオ撲滅 】森岡 弘通 会長
１９８５年に始まった、ロータリーのポリオ撲滅に
向けての奉仕活動は、世界保健機構(WHO)、
国連児童基金(UNICEF)、アメリカ疫病対策センター(CDC)
を良きパートナーとして、多大の成果をあげています。
ロータリーの貢献は資金面に留まるものではありません。
全世界に広がるロータリーの組織力、人材動員力を駆使して、ポリオへの
恐怖や偏見を取り除き、更には国家の指導者、行政府、国際的な公的機関に
働きかけて、ポリオ撲滅への協力を約束させ、多額の財政支援を行わせた事
なども重要な貢献であります。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・会費納入についてのお願いです。
まだお振込み頂いていない方はお早めにお願いします。
・本日、会員証をお配りいたします。

【 ロータリー情報委員会 】
小倉 裕美 前年度 R 情報委員長
予算が少し余りましたので『ロータリー情報集』を
２０冊購入し、入会歴の浅い会員にお渡し致しました。
残りは、今後入会される方に渡していきます。

≪例会プログラム≫
【司会】
藤巻 秀和 会場設営委員
【点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『手に手つないで』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
赤尾恭雄 君（多摩ｸﾞﾘｰﾝ RC）
中山貴弘 君（日野 RA 会長）
秋間保志 君（日野 RA 幹事）
手塚真衣 君(日野 RA BH 担当）
【前年度 R 情報委員会】
小倉 裕美 前年度 R 情報委員長
【ゴルフ会からの報告】
清原秀明 ゴルフ会幹事長
【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】
・小宮延雄 会員増強･退会防止
職業分類･会員選考
・清原秀明 奉仕 P 委員長
・渡邊章郎 職業奉仕委員長

【 ゴルフ会 】

清原 秀明 幹事長

・熊井治孝 社会奉仕･広報委員長
・谷井正剛 国際奉仕委員長

６月８日に行われた

・成田恭隆 新世代奉仕委員長

プロ･アマチャリティーゴルフに

・大谷明久 R 財団委員長

ついてのお礼がお礼状が来ております。

・谷井正剛 45 周年事業委員長

参加者１６２名。

・飯作金彦 新世代育成資金
関連委員長

チャリティー金額 2,361,914 円
今回は、府中市内２１の福祉施設に寄贈致しました。

【 委員会活動計画発表 ② 】
＜会員増強･退会防止･職業分類･会員選考委員会＞ ＜新世代奉仕委員会＞ 成田 恭隆 委員長
小宮 延雄 委員長

次代を担う青少年の健全育成を図るのを目的とします。

活力あるクラブ作りの為に会員増強を

活動が多岐に渡りますので、各奉仕プログラム委員会と

目指すと共に、会員相互のコミュニ

連携し、奉仕活動を行っていきます。

ケーションを図り退会防止に努める。

＜日野ＲＡＣ会長＞ 中山 貴弘 君

詳しくは、７月２９日にお話させて頂きます。

今年度クラブテーマは『Ｌｉｎｋ』です。

＜奉仕プロジェクト委員会＞ 清原 秀明 委員長 日野ＲＣ、Ｗｉｎｇ会、地域社会などとのつながりを
四大奉仕のうち、職業奉仕・社会奉仕・

大切にしていきます。

国際奉仕の３つと、新世代奉仕を加えた

ロータリーの皆さんも、

４つの委員会から構成されます。

アクトの例会に参加し、

各委員会が成果を上げるようフォロー

関心を持ってご指導

して参りますので、ご協力お願いします。

頂きたいです

＜職業奉仕委員会＞ 渡邊 章郎 委員長

＜ロータリー財団委員会＞ 大谷 明久 委員長

会長方針である「職業を通して社会に

ロータリー財団の活動を普及促進し、

奉仕するだけでなく、社会的に有意義な

皆さんから寄付を集めるのと、財団から

職業に励むこと」を基本方針とします。

補助金を引っ張ってくるのが仕事です。

１０月に行われる職業奉仕に関しての

あえて多くは語りませんが、

卓話は、臨済宗の僧侶をお招きしますのでお楽しみに！ 皆様のご協力をお願い致します。

＜社会奉仕･広報委員会＞ 熊井 治孝 委員長

＜クラブ４５周年特別委員会＞ 谷井 正剛 委員長

今年度は新プロジェクトを組みません。

2010‑11 年度にクラブ創立４５周年を

従来のプロジェクトを実施しながら、

迎えるにあたり、クラブ創立半世紀を

再評価をしながら、何を改善し、何処に

見据え、クラブ組織の強化・活性化・

力点を置くかを、模索していきます。

地域貢献（知名度浸透）につながる

よさこい祭りの地方車に日野ＲＣの広告が載ります。

記念式典・記念事業・記念誌の具体的な検討をします。

＜国際奉仕委員会＞ 谷井 正剛 委員長

＜新世代育成資金関連特別委員会＞ 飯作 金彦 委員長

９月４〜５日にソウルで開かれる

社団法人東京日野ＲＣ新世代育成会の

日韓親善会議へ参加し、姉妹クラブの

掲げる「青少年の健全な育成を目指す

ニューソウルＲＣとの親睦を深めます。

事業」が日野ＲＣによって円滑に実施

今年の世界大会は来年６月２０〜２２日

出来るよう、資金計画の仕組作りをし、

皆さんのご参加をお待ちしております。

日野ＲＣとのつながりを堅持して相乗効果を上げます。

詳細は活動計画書『１８〜２４頁』をご覧下さい
【 出席報告 】

松浦 信平 出席奨励委員
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)

32
(4)

前回訂正

42
(9)

前々回訂正

42
(9)

＜今週のメーキャップ＞
なし

ＭＵ

欠席

出席率

事前(0)

5

86.49 %

23
(3)

(6)+0

7

80.56 %

34
(6)

(1)+0+0

4

89.74 %

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ：28,000 円／累計 124,000 円
ビジターフィー： 2,000 円／累計
赤尾恭雄

君

4,000 円

１５年振り位で訪問させていただきました。

(多摩ｸﾞﾘｰﾝＲＣ)

よろしくお願い致します。

森岡弘通

先週、ロータリーバッヂをつけ忘れたまま例会に出席し、その証拠写真を何枚も撮られ

君

ました。反省とおわびのニコニコです。
疋田久武

君

いよいよ梅雨が明けました。夏の暑さを楽しもうではありませんか。

後藤一郎

君

赤尾パストガバナー補佐ようこそ。

清原秀明

君

赤尾さん、ようこそ、地区では大変お世話になりました。

成田恭隆

君

ローターアクト会長、中山さん。幹事、秋間さん。ブリティッシュ担当、手塚さん。
ようこそ、おいで下さいました。

小林節男

君

妻の誕生祝い、有難うございました。

飯作金彦

君

梅雨が明けたとたんに、急に暑くなりました。皆さんご自愛下さい。

小宮延雄

君

入会記念のワイングラス、ありがとうございます。

藤林良昭

君

ゴルフの本につられてニコニコです。

松浦信平

君

妻の誕生日のプレゼントをいただき、ありがとうございました。
お菓子とパンの豪華なバスケットに家族みな大喜びでした。

藤巻秀和

君

昨日、志木に住む友人よりＴＥＬがあり、５kg の真ハタを釣ったとの事。
下ろしてあげるから来ればとの問いに、二つ返事で今から行くと。
高級魚

小島

真ハタのお陰で友人夫妻との楽しい時間を過ごすことが出来ました。

馨

君

がんこな石がまだ体内で頑張っているので困ります。

山下雅弘

君

今年もローターアクトをよろしくお願いします！

和田達也

君

梅雨明けしましたね。来週は皆既日食ですね。

【 今後の予定 】
■7 月 29 日■

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ（山下雅弘君）･増強計画について

お食事：健雄

■8 月 5 日■

月例祝賀・卓話『日野の野鳥たち』

お食事：

■8 月 12 日■

休会（お盆休み）

≪例会変更のお知らせ≫

≪日野ＲＡＣ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC
・八王子 RC
・八王子南 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

・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

・7/25(土)
・7/26(日)
・8/ 8(土)
・8/22(土)

時間：19:00〜20:30

第 903 回例会
第 1 回 地区会長幹事会
第 904 回例会
第 905 回例会（移動例会の予定）

※ アクトの例会はメーキャップになります！

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

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

