第2210回

2011年7月27日(水) 12:30～13:30

例会プログラム

会長挨拶

司会 西山 尚之

高幡不動尊

藤林 良昭 会長

本日もお集まりいただき、ありがとうございます。

例会進行委員

先週質問のありました100＄寄付について補足しま
す。ロータリー財団への支援として、年次寄付（ひとり

開会点鐘

100＄以上）をお願いしております。この寄付は、ロータ

藤林 良昭 会長

リー財団の貴重な活動資金となっており、財団が行う諸

ロータリーソング

プログラム等を支えています。以前は、ひとり50＄のとき

ソングリーダー

もありました。今後につきましては地区の判断に負う部分もあり、はっきりとし

清水 博雅 君

た見通しは申し上げられません。本日もよろしくお願いいたします。

『奉仕の理想』

幹事報告

ヴィジター・ゲスト紹介
2750地区多摩南グループ
井上

■

和田 達也 幹事

第１７回全日本ロータリークラブ親睦合唱祭の案内が来ております

直行 ガバナー補佐 （写真右）

日時 平成２４年５月１９日（土）

木目田 賢市 グループ幹事（写真左）

会場 横浜みなとみらいホール
■

例会変更のお知らせ
東京八王子ＲＣ 東京iシティＲＣ

■

前期会費納入期限は今月末です。まだの方はお早めにお願いします。

■

地区ロータリー親睦活動委員会と地区地域社会奉仕委員会より、リーフ

会長挨拶

藤林 会長

レット「Wacth us」が来てお

幹事報告

和田 幹事

ります。メールボックスに入

委員会等報告

れておきました。添付のレタ

会員増強・親睦委員会

ーを読み上げます。

出席委員会

「地区ロータリー親睦活動委

職業奉仕委員会

員会と地域社会奉仕委員

新世代奉仕委員会

会は毎月各クラブが十分

会員増強の時間
山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

に準備し、会員の協力を得
ながら活動している事業、
および奉仕事業を取り上

食事

肉の健雄

げ各クラブ様にお知らせす
ることにしました。是非、退
会防止や増強計画、クラ
ブ内の親睦にご利用いた
だければ幸いです。」
東京 日野 ロー タリ ークラ ブ
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井上 直行

ニコニコ

ガバナー補佐 （国際ロータリー2750地区多摩南グループ）

一年間、どうぞよろしくお願

本日のニコニコ

１１名 38,000円

い申し上げます。５年前に所属

累計 125,000円 （予算達成 12.5%）

クラブの会長を務めたとき、日

報告 成田 恭隆 会員増強・親睦委員

野ロータリークラブは谷井さん
が会長で、また後藤さんがガバ
ナー補佐をされておりました。
ＲＩ会長メッセージの『こころの中を見つめよう…』のとおり、気付きをも
ちながら、家族、継続、変化を大切にしていきたいと思っています。
昨日も会議がありましたが、これから地区としての復興支援策をまとめ
ていきます。
また、１２月１日に、町田エルシィにてＩＭ（インターシティミーティング）
を行います。こちらも３月１１日の大震災を受けて、ＲＩ元理事の黒田氏
（八戸南ロータリー）をお招きして、関連する基調講演を行っていただき
ます。多くの方々のご参加をお待ちしております。
今年度も、日野クラブの素晴らしい活動をご祈念申し上げます。

委員会報告など
新世代奉仕委員会

アイディア・ご意見をお寄せ下さい
2011-2012年度 新世代奉仕委員会

松浦 信平 委員長

福島原発事故の影響で今年度ブリティッシュヒルズ国内留学事業が
中止となりました。これにかわる新世代奉仕事業のアイディア・提案を募
集しています。メールボックスに用紙を入れましたのでご協力ください。
回答時期

８月３日の理事会前を目処にお願いします。

回答方法

松浦委員長 ＦＡＸ 042-599-7652

出席委員会 熊井 治孝 委員長

板谷誠一君

飯作金彦君

小島馨君 横倉利夫君

2011.07.27

前回訂正
2011.07.20

前々回訂正
2011.07.13

井上直行ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 ニコニコで話すの
は初めてです。楽しい例会、また訪問させ
ていただきます。
木目田ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事
いいたします。

一年間、よろしくお願

大 ｺﾞﾙﾌ会の月例ｺﾝﾍﾟで
山下 雅弘 君 ○
１回も優勝したことがないのに、なぜか取
り切り戦で優勝してしまいました。感謝！

大
杉田純一 君 ○
７月の月例ゴルフコン
ペで優勝しました。台風余波の中、雨にも
マケズ、風にもマケズ・・・です。

後藤一郎 君 井上ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、木目田
ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事、ようこそ。

和田一男君

欠席

出席率

井村廣巳 君 先日、前年度の打ち上げ
会をして頂きました。ありがとうございまし
た。井上ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、お体に気をつけて
完走してください。

(5)

5

8７.10%

小宮延雄 君 前会長・幹事の慰労会、あ
りがとうございました。

21
(1)

(3)+0

5

82.76%

26
(5)

(2)+0+0

5

84.85%

MU 前回および前々回のメークアップ

本日

和田達也 君 井上ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、木目田
ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事、例会へようこそお越しくださ
いました。

大
ゴルフ会 ○
７月の月例ゴルフの成績で
す。優勝：杉田さん、準優勝：後藤さん、３
位：飯作さん、取り切り戦 山下さん

ＲＣ歴２０年。
初めての出席
報告です。

MU 本日の事前メークアップ

藤林良昭 君 井上ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、木目田
ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事、本日は、たいへんお忙しい
ところご訪問いただき誠にありがとうござい
ました。

なし
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34
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東京 日野 ロー タリ ークラ ブ

谷井正剛 君 井上ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、木目田
ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事、ご来訪ありがとうございま
す。１年間のご活躍を祈念申し上げます。
成田恭隆 君 ９３才の母親が無事、パリよ
り帰ってきました。

第２ ２１ ０回

週報

委員会報告など（続き）
ロータリーの友８月号 ～ 私が注目した３つの記事 ～
森岡 弘通 職業奉仕委員長
１
□

特集記事「会員数について考える」（横組6～10頁）。日本

イ クラブ数は増加しているが会
のロータリーを数字でみると、○

例会 風 景

ロ 女性会員
員数は減少し、クラブ規模が縮小化していること ○

数が相対的に少ないことなどが直ちに目にとまります。
２
□

東日本大震災に関連するロータリーの多岐にわたる活動の紹介記事 （横組11

～17頁）と、「ロータリー東日本震災復興基金」への寄付手続の方法。
３
□

「ロータリーとは何か」を考えるうえで貴重なヒントを与えてくれる記事２つ。

出席 率 計算 方 法の 伝授

①「ＲＯＴＡＲＹ ＡＴ ＷＯＲＫ」のなか、東京飛火野ＲＣがバーベキューで福祉施設
「工房 夢ふうせん」と交流している記事（縦組22頁）。②「言いたい 聞きたい」のな
か、「ＲＬＩは士官学校か」という坂本俊雄パスト・ガバナーの投稿（縦組15頁）。

会員増強の時間
山下 雅弘 会員増強・親睦委員長
出席 委 員会

「日野ＲＣ 会員意識アンケート」を本日配布させていただきました。来週の例会ま
でにご回答をお願いいたします。この集計結果も踏まえ、会員増強の進め方を考えて
いきたいと思っています。本日は、会員の皆様にインタビューをさせていただきます。
入会の経緯 （抜粋）

藤林会長…以前、所属していた飛火野ＲＣから継続的に勧

誘を受けていて、そろそろというときに日野ＲＣに誘われた。西山会員…３～４回、
一年間ぐらいかけて熱心に誘われたので入会した。和田幹事…天中殺であった時

ニ コニ コ 発 表

期で、誘いは受けた方が良いとされており、入会した。小倉会員…共同経営者がＪ
Ｃに入っていたので、私はロータリーに入ることにし、勧誘を受けずに自ら入会し
た。熊井会員…ロータリー会員が病院をかなり利用してくれていたなかで、入会を
延々と勧められて、それほど粘って勧めるなら、と入会した。松浦会員…地域で弁
護士業をやっており、ロータリーの理念にも共感し、勧誘に応じた。野村会員…酔
った勢いで江淵先生に話しかけたら、翌日入会書を持ってきてくださった。
ロータリーの魅力 （抜粋）

松田会員…年配の方々にいろいろなことを教わった。

ＲＣの魅力を語る清水会員

森岡会員…寛容で信頼できる仲間の存在、きれいな挨拶、谷井さんの着メロが黒
澤明の「七人の侍」であったこと。谷井会員…楽しい方、友人がいること。清水会員
…気持ちよく付き合える、地域社会に役立つことができること。野村会員…例会で
毎週会え、有意義な会話ができる。ゴルフを覚えた。
皆様がロータリーを好きなことがよく分かりました！ この魅力をアピールします。
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事務局

ＲＣの魅力を語る松田会員

〒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
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毎週水曜日（12:30より） 高幡不動尊客殿
http://www.hino-rotary.org メール info@hino-rotary.org
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