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『会 員 研 修 の 集 い』
【 会長挨拶 】

井村 廣巳 会長

１６日東京日野プロバスクラブの設立総会があり、滞りなく
終了いたしました。後ほど担当の方より詳しく報告があると
思いますが、取り合えずご報告いたします。
その後１７時から市役所５階でブリティッヒイルズ関連の
第２回の打ち合わせがあり参加してきました。９月６日に募集を締め切り
６６人の応募が在ったそうです。年々応募者が増えて喜ばしい事です。
１０月２日の選考会にはＲＡＣからも参加します

≪例会プログラム≫
【司会】
板谷 誠一
例会進行委員
【開会点鐘】
井村 廣巳 会長
【ロータリーソング】
ソングリーダー
和田 達也 君
『奉仕の理想』

今後の予定は、１１月２７日・１２月１１日オリエンテーション、
１２月１８日結団式、２６日〜２８日国内留学実施、１月２２日報告会です。
１９日は先週援助金を差し上げた日野少年軟式野球の秋の大会の開会式で挨拶
と始球式でバットを振ってきました。
来週はいよいよガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会を開きます出席義務者
はスケジュールをお間違えのないようにご参加ください。

【ヴィジター・ゲスト紹介】
なし
【ニコニコ報告】
横倉 利夫 親睦･会報委員
【出席報告】
山村 侑偀 出席委員

今日のプログラムは森岡直前会長による『会員研修 その１』です。

【 幹事報告 】

小宮 延雄 幹事

・来週はガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会です。
出席義務者は、スケジュールを間違えないようお願いします。
集合は１０：００になっております。
・１０月のロータリーレートは

１ドル＝８６円です。

・ＲＩ第２７５０地区より、卓話者リストが来ていますので回覧致します。
・東京日本橋ＲＣ、東京日本橋西ＲＣの事務所が移転しました。

【新世代奉仕委員会(ＢＨ)】
松浦 信平 副委員長
【４５周年実行委員会】
大谷 明久 記念事業委員長
【新世代育成会･４５周年】
小倉 裕美 委員長
【会員研修(会員 PG 委員会)】
森岡 弘通 副委員長

・東京世田谷ＲＣでは、カンボジアへの教育支援を行っています。教育資材取扱企業をご紹介下さい。

【 新世代委員会 】

松浦 信平 副委員長

９月１６日に、市役所でＢＨの打合せがあり、井村・野村・松浦の３名が出席致しました。
今年は６６名の参加希望があり、１０月２日に面接とヒアリングテストを行って、参加者の
２０名をしぼります。今年は１１月２７日と１２月１１日にオリエンテーションを行い、
１２月１８日の結団式を経て、１２月２６〜２８日にＢＨ国内留学を迎えます。
皆さんにとって特に重要なのが、１月２２日に、八王子のマロードインで行われる報告会になります。
報告会は、移動例会になりますので、ご参加の程、宜しくお願い致します。

【 ４５周年実行委員会

記念事業委員会 】

大谷 明久 委員長

先般行われました９月１６日の東京日野プロバスクラブ設立総会においては、総会で無事承認され、
クラブを設立することができました。思えば１年前のこの時期に、会員の皆様に４５周年事業は何をするか？
というアンケートを実施させていただきましたが、あれから１年を経てクラブ設立に漕ぎ着ける事ができました。
皆様のご協力をありがとうございました。
さて、来る１０月５日は記念式典がガバナー公式訪問の後に行われます。
総会は内部の事ですが、式典は来賓を迎える外向きのお披露目となります。
式典には日野クラブ会員全員の参加をよろしくお願い致します。
なお、当日は式典用に購入したブレザー着用でお願いします。

【 新世代育成会 】

小倉 裕美 委員長

新世代育成会の決算書が出来ています。皆さんにお送りいたしまので、見ておいて下さい。
監査は既に通っております。

【 ４５周年実行委員会

式典委員会 】

小倉 裕美 委員長

ガバナー公式訪問は、御購入いただいたブレザーを着用してきて下さい。サイズが違う人も
いるようですので、必ず袖を通して確認下さい。ネームも入っていますので、そちらの確認もお願いします。

【 会 員 研 修 】

森岡 弘通 会員研修担当

私なりにまとめた、ロータリークラブの特徴を３つほどお話したいと思います。
第一は、ロータリークラブは会費が高いことです。
ただこれは外側から見ればそうなのであって、中に入ってみると、これだけの
組織運営・奉仕活動の実際を見ると、ギリギリの必要経費であることが分ります。
しかしロータリーは金持ちの慈善団体と誤解されがちですが、本来、自らの職業に
精励し、奉仕活動に取り組む、志を同じくする人々の団体です。
とすれば、経費の節減は常に留意すべきです。
第二は、きちんと整備されたルールを持ち、全世界にまたがる大組織である事です。
会員の活動が効果的に実行される為には、それなりの組織は必要不可欠です。
（国際ロータリー・地区など）
第三に、ロータリーは明確な理念・理想をかかげる団体です。
本日お配りした資料には、ロータリーの理念が色々と記されています。そうしたロータリーの考え方を理解する
ことも大切ですが、ロータリーの理想が、その実践段階で現実とぶつかり苦闘する姿を知ることはもっと重要と
思います。
（大連ロータリークラブの「ロータリー宣言」を是非お読み下さい）
地区から要請された会員研修は今回を第１回とし、さらに１１月１０日の１８：００から、
日野市生活保健センターで講師に日野ＲＣの会員２名をお迎えし、第２回の会合を行う予定にしております。

【 ニコニコ報告 】 横倉 利夫 親睦･会報委員
本日のニコニコ： 20,000 円／累計 226,245 円
ビジターフィー：

.

0 円／累計

6,000 円

井村廣巳

君

来週はクラブ協議会です。全会員ご出席お願いします。
今日のプログラムは、森岡直前会長です。宜しくお願いします。

小宮延雄

君

来週はガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会です。
出席義務者は、よろしくお願い致します。

山下雅弘

君

９月１７日(金)に、私が会長をさせていただいている、日野市倫理法人会の１０周年記念
式典に、日野ロータリークラブからも、多数のご参加を頂きました。
井村会長、後藤さん、岩田さん、和田さん、小倉さん、野村さん、有難うございました！
ロータリーの会員増強、頑張ります！！

森岡弘通

君

名残惜しいことですが、今日は最後の真夏日だそうなので・・・。

岩田孝支

君

今日は森岡さんのお話を楽しみにしています。

和田達也

君

山下さんからニコニコ用紙を渡されたのでニコニコします。
森岡さん、会員研修よろしくお願いします。

ゴルフ会

９月１７日(金)に行われた月例ゴルフコンペの入賞者からのニコニコです。
優勝：川俣さん、準優勝：山口さん、３位：黒澤さん(PC)、ブービー：小島(康)さん(PC)
※ＰＣは『プロバスクラブ』の略です。

【 出席報告 】山村 侑偀 出席委員
＜事前のメーキャップ＞
飯作金彦 君（クラブ協議会）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

36
(7)

18
(1)

事前(4)

8

73.33 %

谷井正剛 君
（プロバスクラブ全体会）

前回訂正

36
(7)

25
(3)

(2)+0

5

84.38 %

松田忠泰 君
（会員増強キャンペーン）

前々回訂正

36
(7)

23
(1)

(2)+0+0

5

83.33 %

小島 馨

君（日野受付）

【 今後の予定 】
■ 9 月 29 日■

ガバナー補佐公式訪問

■10 月 5 日■

ガバナー公式訪問

■10 月 13 日■

月例祝賀・ゆっくり食

■10 月 20 日■

親睦旅行(職業奉仕･親睦合同企画)

『クラブ協議会』
『会員ショートスピーチ』を予定しております。
茨城県つくば市『ＪＡＸＡ』へＧＯ！

≪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≫

八王子 RC
八王子南 RC
多摩ｸﾞﾘｰﾝ RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

9/23 祝日休会
9/15 夜間討論例会
9/22⇒9/24（金）20 周年テニススクール

・10/ 9(土)

第 932 回例会

・10/23(土)

第 933 回例会

時間：19:00〜20:30

※ 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
メール：info@hino‑rotary.org
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晴行 ・ 谷井 正剛
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