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会長挨拶 および 年度方針 藤林 良昭 会長

会長を務めさせていただく藤林です。３４名でのス

タートとなりました。よろしくお願いいたします。

ガバナー補佐から激励メッセージをいただきまし

た。地区青少年交換委員に森岡弘通さんが委嘱さ

れました。ナイン・ウイン君に奨学金を授与します。

ＲＩ会長（カルヤン・バネルジー氏）のメッセージ

『こころの中を見つめよう 博愛を広げるために』

↓ 今年のマークは抱きかかえるイメージです。①家族…強い家族、平和な家

族。私達会員同士もファミリーです。②継続…得意なことを続け

ながらレベルアップ。③変化…自分やクラブを見つめ、変える

べきところを変えていきたい。

クラブテーマ 「夢と情熱そして奉仕によろこびを」 について

夢をもつことはとても大切です。その夢を成し遂げようとする情熱も大切で

す。そして、奉仕を実現したよろこびを分かち合いたいと思います。

例会について

元気のでる例会、仲間に会える例会、ためになる例会を目指します。

会員の出席しやすさを確保するため、例会の開催時間帯を、ときには変更

することも検討していきます。魅力ある例会に入会候補者を招き、会員増強に

つなげていきたいと思っています。入会候補者が負担する例会ビジターフィー

を補助したいとも思います。

会員同士の信頼向上とビジネスについて

会員各自の会社経営が安定していることが大切です。そのためにも、会員同

士の信頼関係を高め、お互いにビジネスチャンスを拡大できれば良いと考えて

います。卓話は、会員にお願いすることを多くします。卓話を通じて自己ＰＲ、ビ

ジネスチャンスの拡大も行っていただきたいと思います。

アメリカでは、異業種のつながりを求めて、ロータリークラブに入会したいとい

う希望者が多いようです。野村会長時代の世界大会で、カリフォルニアから来

た会長夫婦（コインが必要だった）と、２ペンスと１ポンドを交換しました。

会員増強について

５０周年のときに、５５名（ゴーゴー）の会員になっていることを目指して、会員

を増やしていきたいです。
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ニコニコ

報告 山下 雅弘 会員増強親睦委員長

本日のニコニコ 16 名 49,000 円

累計 49,000 円 （予算達成 4.9%）

藤林良昭 君 ○大 いよいよ本年度のはじまりで

す。会員の皆さん、どうぞ一年間よろしくお願い

致します。

和田達也 君 ○大 未熟者でございますが、藤林

会長のもと 一年間よろしくお願いいたします。

清水博雅 君 ○大 藤林会長年度 初例会を祝し

て

飯作金彦 君 ○大 初例会は何となく気分がよいで

す。藤林・和田年度の発展とご健勝を祈念しま

す。

成田恭隆 君 ○大 藤林和田年度の出発を祝して

井村廣巳 君 昨年度中はお世話になりました。

ありがとうございます。藤林・和田年度 頑張って

下さい。

小宮延雄 君 前年度は大変お世話になりまし

た。藤林会長・和田幹事、頑張って下さい。

後藤一郎 君 藤林・和田コンビ 楽しい一年とし

て下さい。

谷井正剛 君 新年度の初例会を祝して 藤林会

長、和田幹事 一年間よろしくお願いします。

森岡弘通 君 沈着冷静な藤林会長、「初めに行

動ありき」の和田幹事、大いに期待しています。

熊井治孝 君 藤林会長の夢がかなえられますよ

うに応援しましょう。よろしくお願いいたします。

野村圭伊 君 藤林、和田丸の出航を祝して w

小倉裕美 君 藤林会長・和田幹事の船出を祝し

て

松浦信平 君 ７／１の妻の誕生日、家族で食事

をしていたまさにそのときＲＣからの立派なメロン

が届き歓声が上がりました。妻からも、お礼を、と

のことです。ありがとうございました。

板谷誠一 君 …（メッセージを書く時間が無くて）

山下雅弘 君 波乱万丈の一年を期待して！

幹事報告および幹事所信 和田 達也 幹事

幹事報告

会員一覧表をメールボックスに入れました。○

今年度は会員 34 名でスタートします。

会費納入のご案内をメールボックスに入れて○

おります。ご入金をお願いします。

会員証が出来ていますので、後ほどお配りします。○

2750 地区に新たに「東京 i シティロータリークラブ」が設立さ○

れたことの案内が来ております。

東京八王子西 RC 、東京多摩 RC より例会変更のお知らせ○

が来ています。

幹事所信

２０１１―１２年度、藤林会長のもと一年間、幹事を務めさせていただきま

す、和田達也でございます。私はというと、１０年前からクラブにいるような態度

に見えるかもしれませんが、入会して今月でちょうど３年半になります。入会前

はロータリーという存在自体も知らなかったわけで、知識も経験もまだまだ足り

ません。そんな私がどこまでできるのか不安でございますが、各委員長・各会

員のみなさまのご協力の下、一生懸命に努めていきたいと思っております。

クラブ幹事要覧によりますと、クラブ幹事の最も重要な役割は、クラブが効

果的に機能するよう援助することである、と書かれております。藤林会長の「夢

と情熱そして奉仕によろこびを」という本年度テーマを実践すべく当クラブが

邁進するにあたって、会員の皆様と協力し合って、幹事として当クラブが効果

的に運営されるよう行動していく所存です。

さて、当クラブは今月で４７年度目を迎えました。つい半年前のことですが、

私は４５周年誌の編集作業に携わりました。その作業を通じまして、４５年にわ

たる諸先輩方の足跡を拝見する機会に恵まれ、このクラブは実に実績のある

クラブなのだなぁ！と改めて感じるとともに、この伝統を守り、次の世代に繋い

でいくことが我々の責任であると深く感じております。

一カルヤン・バネルジーＲＩ会長が唱える第三の強調事項は「変化」です。

長年のよき伝統をもつ当クラブにあっても、常に「変化」することが必要だと

思います。前例にとらわれず、議論すべきところは大いに議論して、クラブを

少しでもよい方向に変えていきたいと思います。

また、毎年のことでありますが、会員増強は大変重要な課題です。来週山

下委員長より壮大な目標の発表があるのでここでは割愛を致します。

予算の面では、大変厳しい台所事情から各委員会予算をかなり削らせて

頂き誠に恐縮なのですが、予算がない分はみんなで知恵を出し合って充実

した活動をしていきましょう。そして、楽しい年度にしていきたいと思います。

未熟者の幹事でありますが、先輩諸兄姉のお力をお借りし、一生懸命頑張

りますので、どうぞご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

プログラム委員会活動計画 飯作 金彦 委員長

活動計画発表は、７月１３日にクラブ奉仕部

門を、７月２０日に奉仕プロジェクト部門および

財団関係をお願いします。各委員会４分です。

今年度は、会員の卓話を増やしていきたい

と考えております。
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委員会報告など

地区青少年交換委員会 森岡 弘通 委員

大震災（３月１１日）と青少年交換事業

①来日生８名への地区の対応 全員の安否を

８時間後に確認。１３時間後に全員の安全確

保。さらに２～１６時間内に本国へ連絡。発生３

６時間後に各地区に東京の状況をメールにて

説明。３月１３日、来日生に説明。１４～１８日に全員帰国。

②日本３４地区の状況 来日生１５３名中１０９名（全体の７１

％）が早期帰国。再来日生は５名。

③今年度（片倉年度） 来日予定者の７割近くがキャンセル。

原発問題が解決しないと来日生は増えない。２７５０地区は４名

（全て女子）が８月２０日までに来日予定。なお派遣生は９名（う

ち男子３名、女子が６名）です。

ゴルフ会 野村 圭伊 幹事長

プロアマチャリティーゴルフの報告

６月１３日に桜ヶ丘カントリークラブにおいて

第２６回プロアマチャリティーゴルフが行われま

した。多摩プロアマゴルフ会からお礼状が届いています。

報知新聞でも報道されました。（→報知新聞を回覧）

社会奉仕委員会 西山 尚之 委員

よさこい祭が開催されます。

日時 ： ７月３１日（日） １１：００～１６：３０

ポスターをお持ち帰り下さい。

出席委員会 横倉 利夫 委員長

□MU 本日の事前メークアップ

阪口 茂 君 山村 侑偀 君

会員総数 出席総数 ＭＵ
欠席 出席率

(うち出席免除) （うち免除者数） (事前)

本日 34 26
(2) 5 84.85%

2011.07.06 (6) (5)

前回訂正 35 33
(2)+0 0 100.00%

2011.06.29 (6) (6)

前々回訂正 35 20
(6)+0+0 5 83.87%

2011.06.22 (6) (1)

例会に誰も来て

くれない夢をみ

ちゃいました

自 分 の 撮

影 を 忘 れ

ま し た …

会報委員です

チャリティ金 2,107,201 円

千葉県鴨川の東洋学園福祉施設に寄贈しました

東京日野ロータリークラブ会報
会 長 藤林 良昭

幹 事 和田 達也
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小峯 敏夫 西山 尚之
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前年度の井村会長と小宮幹事へ記念品贈呈

ナイン・ウィン君に奨学金を授与

地区青少年交換委員の委嘱状（森岡会員へ）

初例会前、ネームプレートの入れ替え作業


