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『 2010‑11 年度
【 会長退任の挨拶 】

第２２０６回

No.４６

最終（移動夜間）例会 』

今年度のクラブテーマは「明るく前をむいてまず一歩」でした。
震災を経て、日本という国が兎にも角にも一歩踏み出した
ような気がします。
私には

≪例会プログラム≫

井村 廣巳 会長

ロータリーかくあるべし と云うような哲学は

ありませんが、ロータリーはこうあって欲しいという理想は幸いにも持ち合わ
せていましたので、みなさまのご迷惑も顧みず１年間実行させて頂きました。
それは、
「例会こそがロータリー活動の出発点でありゴールである」と思って

【司会】
山口 徹雄
例会進行委員長
【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
清水 博雅 君
『我等の生業』

いる事です。そのような意味でクラブ奉仕はとても大切でした。
藤林クラブ奉仕委員長・大谷ＳＡＡ委員長、毎月の炉辺を開き委員会を取り
まとめて頂きました。
例会進行の山口委員長はじめ委員の皆さんには四のテスト・ロータリー綱領・
ソングリーダーなど取り入れて頂き全委員参加の例会を目指す要で、
何をするにもお世話になりました。
親睦・会報の山下委員長はじめ委員の皆さんには毎週の会報ご苦労様でした。
例会時には「ニコニコ」発表に工夫され例会の雰囲気を盛り上げて頂きました。
ビジターにも発言の機会ができ大変好評でした。
高尾山・親睦旅行・忘年家族会・花見と一年間楽しませて頂きました。
出席の松田委員長 ガバナー公式訪問時には、ホストの飛火野ＲＣを凌ぐ
出席率を出していただき感激しました。その後ここぞと云う例会での出席率は
おみごとでした。今日も後から時間が欲しいとおっしゃっていました。

【ヴィジター・ゲスト紹介】
なし
【新旧バッヂ交換】
井村会長 藤林新会長
小宮幹事 和田新幹事
小倉副会長 杉田新副会長
【次年度幹事から】
和田 達也 次年度幹事
【出席報告】
松田 忠泰 出席委員長
【ニコニコ報告】
山下 雅弘 親睦･会報委員長
【乾杯】
藤林 良昭 会長エレクト

例会は出席によって決まると云っても過言ではありません。
最終最後までありがとうございました。
会員プログラムの和田委員長一年間の楽しい卓話・興味の湧く卓話・タイムリーな卓話有り難うございました。
森岡副委員長には二度の会員研修プログラムを持って頂き有り難うございました、陰に陽にご助力を頂きました。
日野ＲＣは他のクラブに比べ充実した奉仕活動を実施しています。
奉仕プロジェクト委員会の小倉委員長に一年間とりまとめて頂きました。
また財団補助金対象プログラムでガバナー賞を頂きました「視覚障害者を聞く子守唄と読み聞かせ」では
実行委員長になって頂き、
「俺の上にも天使が下りてきた」の言葉も頂きました。
職業奉仕の飯作委員長には、
山崎直子さんの打上げなどタイムリーなＪＡＸＡ訪問を企画頂き大変勉強になりました。

社会奉仕は小島委員長はじめ委員の皆さん「よさこい」に始まり、先ほど触れました「読み聞かせ」
「献血」
「浅川清掃」
「新撰組隊士コンテスト」で終わるはずでしたが・・・とにかくご苦労様でした。
充実した１年間ありがとうございました。
国際奉仕の熊井委員長には国際親善奨学生の斉藤君のお世話、45 周年では委員会を取りまとめて頂きました。
新世代奉仕の野村委員長には青少年 4 団体参加また 5 団体を 4 団体に減らすなど、
ＲＡＣ・ブリティッシュヒルズ国内留学プログラムなど多岐にわたり指揮頂きました。
ブリティッシュヒルズ担当松浦副委員長にはプログラム実施前の打ち合わせ・選考・オリエンテーション・実施・
報告会など会員の目に付かぬ部分で大変ご苦労様でした。あわせＲＡＣの活動協力頂いた事に感謝いたします。
財団谷井委員長には沢山集めて頂きまた。納めるだけではなく、先程らい申し上げています、
財団の補助金も獲得して頂きましたありがとうございました。
今年度のもう一つのテーマは「創立 45 周年を意義あるものにしよう」でした。
また、クラブ 45 周年では実行委員長を務めて頂き総てを取りまとめて頂きました。
記念事業「東京日野プロバスクラブ」は後藤特別代表・大谷委員長はじめ
多くの皆さんのお力で誕生し立派に成長されています。
記念誌も飯作委員長はじめ委員の皆さんお力で大変立派に完成いたしました。
さて残すのが記念式典でしたが千年に１度の大震災に見舞われ千年に１度の全員の心に残る幻の式典になって
しまいました。その代り第 2520 地区に義援金をお渡しました。小倉式典委員長ありがとうございました。
そろそろ、ご報告もあいさつも終わりですが
ずっと以前他の団体で聞いた話ですが、タイトルは「星空みながら考えた」在日朝鮮人のかたのお話でした。
内容は、自分は苦労したが普通の日本人にとって取るにも足りない成功が自分にとっては大変嬉しく何倍も
感動することができた。
私にとって日野ロータリークラブ会長の１年は皆さまのご協力をいただき掛替えのない「宝もの」となりました。
最後になりましたが、小宮幹事・芳子夫人には大変お世話になりました、ありがとうございました。

【 幹事退任の挨拶 】

小宮 延雄 幹事

無事、本日を迎える事が出来ました。正直「ホッ」としております。
会員の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
大げさかもしれませんが、50 歳になってから、私の人生で決断に苦しんだ事が 2 回あります。
それは、仕事を楽しみ、趣味を楽しむ生活を送っていた私が、ロータリークラブへの入会を熱心に勧められ、
役職は絶対に受けない事を心に誓い、5 年前の谷井さん年度に入会を決断したことです。そしてもう 1 回は、
突然、井村さんから「私の会長年度の幹事を引き受けて欲しい」と言われた事です。
色白の私ですが、顔面蒼白、頭の中まで真っ白になり、ただただ「ボ〜ッ」と話を聞き、それから役職は絶対に
受けないという入会の時の近いとの戦いが一週間続きました。
前会長の森岡さんに「幹事の仕事をまちがえても誰も死ぬような事はない」と心強い言葉を頂きました。
本日を迎え、長いようであり、あっという間のような一年間でありましたが、クラブ奉仕部門による毎週の
例会運営・週報の発行等の大切さ、奉仕プロジェクト部門の奉仕の精神等、毎月の理事会、幹事という大役を
務めさせていただき、実に多くの事を皆様から学ばせていただきました。
井村年度は、千年に一度の未曾有の大震災、千年に一度の幹事役、自分にとって一生の思い出となるでしょう。
このような機会を与えて下さいました井村会長にこの場をお借りして、心よりお礼申し上げます。
これからも本年度クラブテーマ『明るく前を向いてまず一歩』を私自身のテーマとして実践してまいります。
会員の皆様、微力でしたが、ご協力ありがとうございました！！

【 次年度幹事から 】

和田 達也 幹事

山下は生意気だ！

近隣クラブから、７月以降の例会変更のご案内が来ております。

目標達成！
【 ニコニコ報告 】 山下 雅弘 親睦･会報委員長
本日のニコニコ： 276,500 円／累計 1,147,345 円
ビジターフィー：

0 円／累計

24,000 円

お褒め頂き光栄です

井村廣巳

君

とうとう最終例会になりました。一年間ご協力ありがとうございました。

小宮延雄

君

一年間、いろいろありがとうございました。次年度は素晴らしい会長・幹事です。

清水博雅

君

井村年度の最終例会を祝して。

福井長行

君

最終例会、おめでとうございます。

小島

馨

君

会長・幹事、ご苦労様でした。先日、五稜郭ロータリークラブにお世話になり、ゴルフ
ツアーを楽しんでまいりました。大谷会員、又是非、私が会員のうちに戻って来て下さいね。

奥野誠也

君

横倉さんに無理に払わされましたが、とにかく井村さん・小宮さんお疲れ様でした。

藤林良昭

君

井村会長、小宮幹事、一年間たいへんお疲れ様でした。

和田達也

君

井村会長、小宮幹事、一年間ありがとうございます。
次年度はもっと良い年度に出来る様、がんばります。

谷井正剛

君

井村・小宮年度の最終例会を祝して、一年間ご苦労様でした。
大谷さん、早期にＪＣの若手を引き連れてのご帰還を願います。

山村侑偀

君

井村会長さん、小宮幹事さん、お疲れ様でした。色々ありがとうございました。

松浦信平

君

井村会長、小宮幹事、お疲れ様でした。すばらしい藤林年度となりますように。

和田一男

君

暑くてだめだぁ〜！！（代筆：和田達也）

杉田純一

君

井村さん、小宮さん、一年間ご苦労様です。今日は高幡が忙しく好きなゴルフ出来ません
でした。暑いので、好きなビールをたっぷり飲ませていただきます！！

仲谷政毅

君

一年間、お世話になりました。また、よろしくお願いします。

横倉利夫

君

今年度最終例会、ありがとうございました。

松田忠泰

君

全会員の皆様、一年間出席委員会にご協力いただきまして、有難うございました。

山口徹雄

君

井村会長・小宮幹事、お疲れ様でした。
おかげさまで私も無事、例会進行委員長を務め終えることが出来ました。

大谷明久

君

井村会長、小宮幹事、一年間、お疲れ様でした。

小倉裕美

君

小村会長、小宮幹事、一年、ご苦労様でした。

成田恭隆

君

一年間、お世話になりました。

野村圭伊

君

一年間、ご苦労様でした。

板谷誠一

君

井村・小宮丸の無事帰港、おめでとうございます。

森岡弘通

君

井村会長・小宮幹事、第１回目の役職、ご苦労様でした。

熊井治孝

君

本年度のお役目はたせず、すみません。

山下雅弘

君

１年間、親睦と会報とニコニコへのご協力、ありがとうございました！！

田中くに子君
（事務局）
Ｒ財団委員会
（谷井委員長）

2010‑11 年度、最終例会、本物の出席率 100％を記念して。皆様、一年間お疲れ様でした。
１００ドル寄付の為替レートによる余剰金と、ポリオ資金の余剰金をニコニコします。

【 出席報告 】松田 忠泰 出席委員長

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜事前のメークアップ＞
木庭泰宗 君（多摩グリーンＲＣ）

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

35
(6)

33
(6)

事前(2)

0

100.00 %

前回訂正

35
(6)

20
(1)

(6)+0

5

83.87 %

前々回訂正

35
(6)

25
(3)

(4)+0+0

3

90.32 %

田中一吉 君（八王子北ＲＣ）

【 今後の予定 】
■7 月 6 日■ 2011‑12 年度

初例会

≪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≫

八王子西 RC
八王子東 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

7/29 特別休会(メーキャップ受付)
7/26 振替休会

時間：19:00〜20:30

・7/ 6(水)

第 936 回例会（アコス日野事務所にて）

・7/20(水)

第 937 回例会（アコス日野事務所にて）

※ 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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