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最終例会：
『会長挨拶／幹事報告／バッヂ交換式』
【 会長挨拶 〜2009‑10 年度を終えるにあたって〜 】

森岡 弘通 会長

≪例会プログラム≫

まず、昨年、年度始めに会長方針として申し上げました、
３つの課題の総括を致したいと思います。

【司会】
小島 馨
会場設営委員長

イ）ロータリーの考え方・価値観は、アメリカの良質な中産
市民層、例えばＢ･フランクリンのような人の倫理観を
背景にして生まれたと考えてよいでしょう。

【開会点鐘】
森岡 弘通 会長

【ロータリーソング】
彼は、勤勉・節約・慎重の徳を説くと共に神の祝福を求めました。
『それでこそロータリー』
一方、神の恵みにあずかれず不幸に苦しむ人々を力づけ助ける事も求めました。
【ヴィジター・ゲスト紹介】
(神という言葉を現在では社会の動きや時代の流れと言い換えると良いでしょう) ローテックス 会長
田嶋 諒一 君
１世紀以上にわたるロータリーの歴史は、こうした価値観の適用範囲を広く
世界にまで拡大し、飢餓追放、難病の克服、人権尊重、国際平和等の旗印の
もとで行われた、巨大な組織としての人道的支援、奉仕活動の歴史でもあり
ました。

【ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長
【出席報告】
岩田 孝支 出席奨励委員長

ロ）次に、グッと身近な話題となりますが、日野ＲＣではＣＬＰが継続的に
実施され、委員会組織の簡素化や委員会間の不要な壁の撤去など、
特に今年度のクラブ奉仕部門では効果をあげております。

【次年度親睦委員会】
山下 雅弘 次年度親睦委員長

ＣＬＰの目的であった、地区リーダーの育成の面でも奉仕プロジェクトへの
全員参加の面でも、有効な仕組をつくりつつあると考えます。

【ローテックス】
田嶋 諒一 ローテックス会長

ハ）奉仕プロジェクトは今年度も新選組まつりやＢＨ留学体験事業を軸に、地域社会での奉仕活動に重点を
おきました。たまたま、会長の私に自由な時間がありましたので、可能な限り日野市内の諸団体の会合に
出席し発言するように心がけました。効果があったと信じたいのですが、果たして実際はどうでしょうか？
次に、入会・退会者と今年度予算案の反省です。
イ）今年度は残念ながら１１名の方（保土原さん、黒田さん、藤巻さん、清原さん、丸山さん、西田さん、
渡邊さん、島倉さん、濱田さん、山田さん、そして故小林先生）が退会されました。
しかしその一方で大変嬉しい事に６名の新会員（山下さん、仲谷さん、杉田さん、山村さん、横倉さん
土方さん）をお迎えする事も出来ました。
ロ）今年度の予算を作成する際(2009 年 5 月)、会員数を４４名に設定したのですが、年度開始時点で既に
４１名であり、最終的には次年度への繰越金が１３０万円。前年度(野村年度)からは２００万円頂いたの
ですから、かなりの赤字を作ってしまいました。委員会活動費、事務運営費等はすべて予算内に収まって
おりますので、予算編成時の会費収入の見込み違いが原因です。
ハ）次年度は会費収入の減少がありますが、一方で地区からは、会員の経済的負担の軽減要請があります。
クラブ例会や奉仕活動の充実というなかなか調和しにくく、解がみつからない方程式を前にして、
これまで以上に会員増強に取り組むと同時に、少しでも経費削減を心掛けなければなりません。

【 会長挨拶の続き 】
そこでいささか「焼石に水」かもしれませんが、次年度への申し送り事項として ひのよさこい祭り への
クラブとしての寄付を１０万円から５万円に半減すること、ボーイスカウト・ガールスカウト連合協議会への
協賛金を次年度をもって廃止することを提案いたし、次年度の同意を得て現在、実施・交渉中です。
最後に、山田将寛氏の会員身分終結についてご報告いたします。
理事会といたしましては、定款１２条３節にのっとり、山田氏の会員身分をさかのぼって終結とし、山田氏の
会費に対する請求権を放棄すると共に、山田氏の未納会費を理事会で肩代りして支払う決定をいたしました。
このような事例は、今後起こることは無いと私は考えておりますが、もし万が一あった場合には、今回のように
理事会の連帯責任として問題の処理を行ったやり方を、一つの前例として考慮に入れていただきたいと思います。
また、会費は７月と１月に事務局より通知がありましたら、期日内の納入をぜひお願いいたします。
昨年７月に会長のポストについて以来、緊張を強いられることもないわけではありませんでしたが、
しかし全体的に思い返してみれば、本当に充実した、はりのある日々を過せたと考えております。
私の頭のネジが少し緩んでいるのかもしれませんが、毎週の例会が待ち遠しいほど楽しい一年でありました。
それもすべて、皆様のご協力・ご指導のたまものと、心から感謝しております。

【 幹事報告 】

ありがとうございました！！

疋田 久武 幹事

・東京白金ＲＣ、東京マリーンＲＣ、東京港南ＲＣより
例会場・事務局移転のお知らせが来ております。
詳しくは当クラブ事務局までお問い合わせ下さい。
・最終例会に当り、各委員会・会員の皆様の御蔭をもちまして、本日、幹事を終了致します。
１年間、ありがとうございました。

【 次年度親睦委員会 】 山下 雅弘 次年度親睦委員長

【 バッヂ交換式 】

・次年度「ご夫人･ご夫君誕生日」のお祝い品を、
７つの商品からの選択制にしました。
メールボックスに、注文用紙が入っています。

森岡弘通 会長 ⇔ 井村廣巳 次年度会長
疋田久武 幹事 ⇔ 小宮延雄 次年度幹事

７月２８日(水)の例会までに、
事務局か山下まで、ご提出お願いします。

【 ローテックス 】

田嶋 諒一 ローテックス会長

・ＢＨに一期生で参加し、その後、
青少年交換留学でスイスに派遣していただき、
帰国後は、ローテックス（青少年交換のＯＢ
団体）活動をし、今年度は会長を務めさせて
頂きました。
無事に任期を終える事が出来ましたのでご報告致します。

【 出席報告 】岩田 孝支 出席奨励委員長
＜事前のメーキャップ＞
小倉裕美 君（クラブ協議会）
島倉邦子 君（函館五稜郭ＲＣ）
松田忠泰 君
（次年度クラブ奉仕委員会）
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【 ニコニコ報告 】

和田 達也 親睦委員長

本日のニコニコ： 63,315 円／累計 1,060,050 円
ビジターフィー：
0 円／累計
28,000 円

.

森岡弘通

君

１年間、ご指導・ご協力ありがとうございました。

疋田久武

君

皆様の御蔭をもちまして本日、幹事を終了することが出来ました。
厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。

板谷誠一

君

すばらしい会長卓話、一年間ありがとうございました。
森岡年度を日野ロータリーに在籍していた、めぐり合せに感謝申し上げます。

後藤一郎

君

森岡会長、疋田幹事、一年間ご苦労様でした。

飯作金彦

君

今年度最終例会、森岡会長・疋田幹事さん、一年間大変ご苦労様でした。
先日、松浦会員にお世話になりました。

成田恭隆

君

森岡会長、疋田幹事、一年間おつかれさまでした。

井村廣巳

君

森岡会長、疋田幹事、一年間ご苦労様でした。ワールドカップ残念でした。

小宮延雄

君

森岡会長、疋田幹事、一年間ごくろうさまでした。

山村侑偀

君

森岡会長さん、おつかれさまでした。ありがとうございました。

熊井治孝

君

森岡会長、疋田幹事さん、ごくろうさまでした。思い出に残る楽しい年度でした。

和田一男

君

会長・幹事さん、ご苦労様でした。私も浦島太郎です！

野村圭伊

君

森岡年度、御苦労様でした。
今日、三年越しで狙っていた土地を手に入れる事が出来ました。感謝感謝です！

藤林良昭

君

いよいよ本日は最終例会、森岡会長・疋田幹事たいへんご苦労様でした。

谷井正剛

君

森岡会長、疋田幹事、１年間ご苦労が多かったと思います。ありがとうございました。

岩田孝支

君

皆様、今日は最終例会、一年間の出席をありがとうございます。

仲谷正毅

君

久しぶりの出席ですので、ニコニコします。

山下雅弘

君

サッカーと赤ちゃんにハマって寝不足です。

和田達也

君

一年間、親睦委員会にご協力いただき、ありがとうございました。

Ｒ財団委員会

ロータリーレートの変動で生じたポリオプラス寄付の残金をニコニコ申告します。

親睦委員会

親睦旅行、忘年家族会の残金

8,315 円をニコニコ申告します。

【 今後の予定 】
■7 月 7 日■

『月例祝賀・会長幹事年度方針発表・委員会活動計画発表 ①』

■7 月 14 日■

『委員会活動計画発表 ②』

■7 月 21 日■

『委員会活動計画発表 ③』

≪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≫
例会場：日野ＲＣ事務局 ／

時間：19:00〜20:30

・7/10(土)

第 926 回例会（新年度 初例会）

・7/24(土)

第 927 回例会

※ 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
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長：森岡 弘通
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事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・左門左兵衛・阪口茂
山下雅弘・仲谷政毅

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

