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東京日野ロータリークラブ 第２２０９回 週報

例会プログラム

司会 山村 俼偀

例会進行委員

開会点鐘

藤林 良昭 会長

ロータリーソング

ソングリーダー

小島 馨 君

『それでこそロータリー』

ヴィジター・ゲスト紹介 なし

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

委員会等報告

会員増強・親睦委員会

出席委員会

４５周年実行特別委員会

例会進行委員会

年度方針、活動計画発表

奉仕プロジェクト委員会

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

新世代奉仕委員会

ロータリー財団委員会

プログラム委員会

ロータリー応援歌について 森岡会員

食事

花 藤

会長挨拶 藤林 良昭 会長

悪天候（大型台風が接近中）のなか、お集まりいただ

きありがとうございます。

多摩南グループの井上ガバナー補佐は、７月２７日

（水）に当クラブの例会にいらっしゃることになりました。

また、７月１３日に水天宮のロイヤルパークホテルで、地

区の会長・幹事会がありました。

ブリティッシュヒルズは正式に中止となりました。それに代わるものを考え

ていきたいと思います。皆様からもアイディアを出していただきたく、お願い

致します。

幹事報告 和田 達也 幹事

ガバナー事務所の利用について案内が来ておりま■

す。詳細は事務局にお問合せください。

８月のロータリーレイトは、１ドル８０円です。■

東京多摩ロータリークラブより例会変更のお知らせが■

来ております。

既に皆様のお手元に届いていると思いますが、前期■

の会費納入期限は今月末となっております。お早目のご入金をお願いい

たします。

メークアップについて 横倉 利夫 出席委員長

【メークアップ Make - up for Absence 】 とは、自分の所属するクラブの例

会に欠席の予定または欠席した場合、他のロータリークラブの例会または定

款第９条第１節で認められるロータリーの会合に出席することにより、その欠

席を補填する制度です。月曜日から金曜日まで、近隣のロータリーの何れ

かで例会が開催されていますので、お問い合せのうえ、そのクラブの例会に

ご出席いただくことが一番妥当な方法です。
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ニコニコ

報告 成田 恭隆

会員増強・親睦委員

本日のニコニコ

６名 17,000円

累計 87,000円

（予算達成 8.7%）

藤林良昭 君
チーム力、女子力、コミュニケーショ

ンで、なでしこＪＡＰＡＮ 金メダルおめ

でとう。

和田達也 君

私の使い古しのドライバーのお返し

にということで、西山さんより桃をいた

だきました。ありがとうございます。

山口 徹雄 君 ○大

祝 なでしこ。準決勝、決勝と生中継

で応援してバテ気味ですが、感動もひ

としおでした。

西山 尚之 君

女子サッカー優勝おめでとう。男子

ラクビーも”ＰＮＣ （パシフィックネイショ

ンズカップ）”で初優勝おめでとう。９月

にはＮＺでワールドカップです。予選プ

ール、２勝目指して”ガンバレ”

山下 雅弘 君

昨日、我が子が食事の時に、ごはん

を口に入れたり出したりして遊んでい

たので、「もったいないオバケが出るゾ

～」と言ったら大泣きしてしまいました。

今朝、本を差し出してくれたのですが、

タイトルが…「資金調達」。仕返しをさ

れたようです。

成田 恭隆 君

昨日の看護学校の授業は、なでしこ

ジャパンの話題で終わりました。本当

にすごいことです。日本中に元気をく

れました。

2011-2012 活動計画発表

奉仕プロジェクト委員会

委員長 杉田 純一 （発表代読 ： 和田幹事）

委員 森岡 弘通 小島 馨

谷井 正剛 松浦 信平

ＲＩ会長のテーマ「こころの中を見つめよう博愛を広げるために」と強調

事項（家族、継続、変化）のもと、藤林会長方針に則り、四大奉仕（職

業、社会、国際、新世代）の活動を盛り上げていきます。

※ 適宜、掲載を割愛しております。詳細は、活動計画書をご参照くだ

さい。（以下の委員会も同様です）

職業奉仕委員会

委員長 森岡 弘通

委員 井村 廣巳 奥野 誠也

阪口 茂 清水 博雅

理想の実現性がロータリーの特徴です。『ロータリーの友』の内容も紹

介していきます。

社会奉仕委員会

委員長 小島 馨

委員 熊井 治孝 後藤 一郎

横倉 利夫 西山 尚之

９月第１週にチャリティコンサートが行われます。ご紹介しますのでご協

力お願いいたします。８月に熊井会員の別荘で炉辺を行います。

国際奉仕委員会

委員長 谷井 正剛

委員 川俣 貞 飯作 金彦

板谷 誠一 木庭 泰宗

今回の震災で、日本は世界から支援と評価をいただきました。

ナイン・ウイン君など、留学生の卓話を行います。

新世代奉仕委員会

委員長 松浦 信平

委員 成田 恭隆 和田 一男

小峯 敏夫

ブリティッシュヒルズについては、市教委から断念するとの正式な申し

出がありました。代替施設として和田幹事が見つけてくださった富士市

のランゲッジ・ヴィレッジも検討しましたが、日程面で学校側の都合と合

いませんでした。どのようにすべきか…皆様のご協力をお願いします。

ローターアクトは、定期的に頑張って活動しており、本日は私が卓話を

します。今年度は社長のカバン持ちを企画しています。
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2011-2012 活動計画発表 （続き）

ロータリー財団委員会

委員長 野村 圭伊

委員 松田 忠泰 田中 一吉

土方 淳

しっかりお金を集めさせていただきます。

質問 「会員一人１００ドル寄付について、地区等からは、どんな説明

がなされていますか？」 → 確認のうえ回答します（幹事）。

プログラム委員会

委員長 飯作 金彦

委員 江淵 浩美 福井 長行

森岡 弘通

卓話のことだけでなく、例会全体を考えていきます。会員の方々に卓

話を依頼する予定です。会員選考では、入会前にロータリーをよく学

び理解していただくようにしていきます。

委員会報告など

４５周年実行特別委員会 谷井 正剛 委員長

東日本大震災に際した当クラブの支援に関して、２５２０地区の楢山直

樹ガバナー補佐（2010-2011）からお礼状が届いています。

例会進行委員会 土方 淳 委員長

クールビズ中の例会では、点鐘からロータリーソング終了までは上着

着用でお願いいたします。森岡会員からＣＤ３枚をいただきました。

出席委員会 横倉 利夫 委員長

□MU 本日の事前メークアップ

小倉裕美君 杉田純一君 松田忠泰君

□MU 前回および前々回のメークアップ なし

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 21
(3) 5 82.76%

2011.07.20 (6) (1)

前回訂正 34 26
(2)+0 5 84.85%

2011.07.13 (6) (5)

前々回訂正 34 26
(2)+0+0 5 84.85%

2011.07.06 (6) (5)

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

会報委員会 山口 徹雄（委員長）

小峯 敏夫 西山 尚之

事務局 〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3 日野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会館

TEL 042-594-3711 FAX 042-593-0510

例 会 毎週水曜日（12:30より） 高幡不動尊客殿

ＵＲＬ http://www.hino-rotary.org メール info@hino-rotary.org

ロータリー応援歌について

森岡 弘通 会員

国際ロータリーの公式の

歌は、ベートーベン作曲の

エグモント（Egmont）序曲で

す。

＜ここでＣＤを再生＞

お聴きいただいたように、荘厳で悲壮

的すぎる感のある曲です。そこで規定審

議会で曲の変更を検討しているのです

が、まだ結論は得られていないようです。

※ベートーヴェンのエグモント作品84は、

ゲーテによる同名の戯曲のための劇

付随音楽で、現在では序曲のみが単

独で演奏されています。

森岡会員から寄贈いただいたＣＤ

（例会でのバックミュージック用です）

例会場外の紫陽花

（台風が近づくなか、ひとときの晴れ間）


