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卓話：『Ｒ財団 よくある質問に回答』
【 会長挨拶：ごあいさつ 】

No.１７

地区Ｒ財団委員長

福井 衛 様

≪例会プログラム≫

森岡 弘通 会長

秋らしい天気が続きますが、今月１日には「青い鳥バザー」
「日野市少年野球秋季大会 決勝戦」が開かれ、後ほど
ご報告があると思いますが、会員の皆様には、いろいろと
ご協力いただきありがとうございました。
また、今月１４・１５日は日野市産業祭り、

【司会】
藤巻 秀和
会場設営委員
【点鐘】
森岡 弘通 会長

【国歌・ロータリーソング】
『君が代』
さて、来週はいよいよガバナー訪問の日となり、飛火野ＲＣとの合同例会です。 『奉仕の理想』
活気ある有意義な会にしたいと願っております。
【ヴィジター・ゲスト紹介】
私といたしましては、ガバナーに「手続要覧」等のいわゆるロータリーの基本
地区ロータリー財団委員長
文書を、もっとわかり易いものに出来ないか、御相談致したいと考えています。 福井 衛 様
２２・２３日は万燈会が開催されます。

また、ガバナーをはじめ地区役員の方々には日野市、
『水と緑の文化都市』日野
を紹介いたしたいと思います。

東京飛火野ＲＣ
早川 忠男 君

本日は、行事が立て込んでおりますので、誰よりも私自身が一番楽しみにして
います、
「ロータリー関連談話」は、残念ですが延期させていただきます。

米山奨学生
ﾗｸﾏﾝ ﾍﾞﾃﾞｨ・ｸﾞﾝﾀｰ 君

【 幹事報告 】

【月例祝賀・ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長

疋田 久武 幹事

・丸山祐尊会員から１２月末日付での退会届があり
理事会で受理致しました。
後任に高幡不動尊執事の杉田純一氏より入会申込を受理、
理事会で承認されました。皆様に通達が行きますので、
異議のある方は、理由も添えて申し出てください。
・多摩グリーンＲＣより「ポリオ撲滅チャリティゴルフ」の
礼状が来ております。寄付金は５０万円という事です。
当クラブより、飯作会員・疋田が参加しました。

【出席報告】
岩田 孝支 出席奨励委員長
【新世代奉仕委員会】
成田 恭隆 新世代奉仕委員長
【社会奉仕委員会】
西田 欽一 社会奉仕副委員長

・東京山の手ＲＣより例会変更のお知らせが来ております。
・来週はガバナー公式訪問です。万難を排してご参加下さい。

【 奨学金贈呈 】
森岡弘通 会長
↓↓↓
ﾗｸﾏﾝ・ﾍﾞﾃｨ・ｸﾞﾝﾀｰ 君

【 新世代委員会 】成田 恭隆 委員長
１１月１日に日野市少年野球大会の
決勝戦と閉会式に出席致しました。
閉会式でのコメントを考える為に、
決勝戦を見ようと思って行ったら、
決勝だというのにコールドゲームで

米山奨学金の贈呈を行いました。

観戦できませんでした・・・。

【 社会奉仕委員会 】西田 欽一 副委員長
１１月１日(日)に、青い鳥福祉会のバザーが行われ、
当クラブでは、例年通り、焼き鳥の模擬店を出店致しました。
お陰様で、焼き鳥７８０本を完売し４７,０００円を売り上げ、
全額を青い鳥福祉会へ、協力金として寄付いたしました。
当日お手伝い頂きました、会員・アクト会員、バザー品を
提供して頂きました方々、本当にありがとうございました。
参加：清原･熊井･西田･藤巻･板谷･藤林･成田･和田(達)･森岡･後藤
江頭･中山･三好･手塚

【 月例祝賀 】

以上１４名

和田 達也 親睦委員長

＜入会記念＞
川俣

貞

君

４１年

野村

圭伊

君

１６年

疋田

久武

君

５年

成田

恭隆

君

４年

＜誕生日＞
奥野

誠也

君

８日

阪口

茂

君

２５日

＜ご夫人・ご夫君誕生日＞
飯作

金彦

君

令夫人

左門 左兵衛 君 令夫人
藤巻 秀和 君 令夫人

卓話：【Ｒ財団よくある質問に回答】
（詳細はＤＶＤをご覧下さい）
＜ 地区Ｒ財団委員長 福井 衛 様 ＞
今日は最近、皆さんから質問されることが多い３つの事についてお答え致します。
① ロータリー財団の財務状況は、いったいどうなっているのか？
② ポリオ撲滅活動はいつまで続くのか？
③ ロータリー財団の寄付は、税法上の優遇措置を受けられないのか？
その前に、ロータリー財団への寄付の種類と性格をおさらいしてみましょう！

年次寄付

使途指定寄付

恒久基金

1,000 ドル以上の寄付者を
ポール・ハリス・フェローと呼ぶ

ポリオ・プラスへの寄付や
マッチング・グラントへの拠出金
等が該当します

1,000 ドル以上の寄付者を
ベネファクターと呼ぶ

※ メジャードナー

＝

上記３つの寄付金額の合計が１万ドル以上。

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ： 17,000 円／累計 402,000 円
ビジターフィー：

2,000 円／累計 10,000 円

早川忠男(飛火野 RC)君

お世話になります。

森岡弘通

君

１１月１日、青い鳥バザーが、心地よい秋晴れの下で行われた事を感謝して。

疋田久武

君

来週の例会はガバナー公式訪問です、皆様の出席をお願い致します。

後藤一郎

君

福井さん、お忙しいなか卓話ありがとうございます。
１日の青い鳥バザー、焼き鳥が昨年の倍の売上げ、藤巻さんをはじめ社奉の皆さん、

.

アクトの諸君に心から感謝御礼です。
小宮延雄

君

ロータリー財団の福井衛様、卓話よろしくお願い致します。

井村廣巳

君

福井財団委員長、日頃よりお世話になっています。本日は卓話よろしくお願いします。

藤林良昭

君

京都の比叡山延暦寺に行き、歴史の深さと紅葉を充分味わって来ました。

山下雅弘

君

焼き鳥のお手伝いが出来ずスイマセンでした。
実家から来ている母に、振り回されっぱなしです・・・。

和田達也

君

１１月１日より家内との共同事業として、指定訪問介護事業所ヘルパーセンターうららを
オープンしました。介護の必要な方、ご相談下さい。

来る 12 月 16 日(水)、忘年家族会の開催を、本日の理事会で承認頂きましたのでご報告致します。
会場：京王プラザホテル八王子 ／ 開場：17:00
点鐘：18:00
終了予定：20:30
会費：会員 15,000 円／ご家族 7,000 円／小学生以下のお子様無料／中高生のお子様 5,000 円
歌手・古代真琴のライブやビンゴ大会などを予定しております。

【 出席報告 】岩田 孝支 出席奨励委員長
出席総数
会員総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜事前のメーキャップ＞
小倉裕美 君（クラブ協議会）

大谷明久 君（理事会）
藤巻秀和 君（社会奉仕）

欠席

出席率

本日報告

41
(9)

26
(3)

事前(2)

7

77.78 %

前回訂正

41
(9)

26
(2)

(2)+0

6

82.35 %

前々回訂正

41
(9)

19
(2)

(6)+0+2

7

82.35 %

熊井治孝 君（クラブ協議会）
＜先々週のメーキャップ＞

ＭＵ

【 今後の予定 】
■11 月 11 日■

ガバナー公式訪問

卓話：ガバナー 久邇 邦昭 様

■11 月 18 日■

卓話『漱石の食卓を通して明治時代の食生活を検証する』

■11 月 25 日■

卓話『防犯・年末年始』

作家：河内 一郎 様

日野警察署 防犯係長：笠松 哲郎 様

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC 11/10 公式訪問振替、17 日親睦旅行、24 日夜例会
・八王子 RC 11/12 職場見学会、11/19⇒16 日の公式訪問に振替
・八王子西 RC 11/13 親睦日帰り宝塚観劇会
・八王子南 RC 11/11 世界平和ﾌｪﾛｰ合同例会、11/18 夜間炉辺
・八王子北 RC 11/16⇒ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問、11/30 夜間例会

例会場：日野ＲＣ事務局 ／
・11/14(土)
・11/28(土)

時間：19:00〜20:30

第 911 回例会（地区代表公式訪問）
第 912 回例会（BH ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）

※ ローター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
幹
事：疋田
会報委員長：後藤
会 報 委 員：川俣
左門

弘通
久武
一郎
貞 ・ 阪口 茂
左兵衛 ・ 山下 雅弘

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

