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東京日野ロータリークラブ 第２２１７回 週報

例会プログラム

司会

小峯 敏夫

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

山下 雅弘 君

『それでこそロータリー』

ヴィジター・ゲスト紹介

日野消防少年団 （東京飛火野ＲＣ）

団長 早川 忠男 様

日野交通少年団

団長 杉山 和江 様

日野少年軟式野球連盟

会長 末廣 悟 様

日野市サッカー連盟

会長 吉冨 正敏 様

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 山下委員長

新世代奉仕委員会 松浦委員長

青少年４団体への助成金贈呈式

食事 肉の健雄

会長挨拶 藤林 良昭 会長

青少年育成４団体の皆様、本日はありがとうございます。

今月は新世代月間です。私達は、４団体への助成のほかにブリテ

ィッシュヒルズ国内留学事業も行っておりますが、今年は放射線の問

題があり中止となりました。そこで、これに代わる事業として東北の子

どもたちに何か出来ないか考えています。

今月は、東京日野プロバスクラブ１周年記念がありました。良かった

です。また、当クラブの初代会長の秋山祐雅御前の３回忌も行われま

した。

幹事報告 和田 達也 幹事

１０月のロータリーレートは１ドル７８円です。■

１１月４日に開催される東京iシティロータリークラブの認証状伝達■

式へ出席される方は早めにお知らせください。

１１月１４日（月）１５時より「新会員セミナーのご案内」が来ていま■

す。２００８年１０月以降に入会された方が対象となりますので、出席

の程よろしくお願いいたします。なお、既に送っておりますアンケー

トは今月末までに事務局へご返送ください。

Watch us が届いておりますので、皆さまのレターボックスに入れて■

おきました。

地区ガバナーより東日本大震災に対する義捐金の取り扱いについ■

ての文書が届いております。要点は以下の通りです。

「皆様のクラブから届いた義捐金は当初いち早く被災地へ届けることが目的でした

が、単なる見舞金で終わるのではなく2010-11年度ガバナー会では、7地区への

第1次見舞金・支援物資で拠出した残額のうち約7億4千万円を育英資金とファイ

ブ・フォ・ワンプログラムに活用することが検討されていました。しかし、育英資金

は長期にわたるものであり、義捐金の活用方法としては適当でないとの意見も出

され、前年度ガバナー会あてに返金することになりました。当地区でも育英資金

に一本化するよりも、広範囲のニーズに応えられる長期プログラムの方向性を考

え、地区内クラブが計画する復興支援プロジェクト（プログラム）や被災地が求め

るクラブ単位を超える復興支援プロジェクト（プログラム）に義捐金を拠出すること

が望ましいと判断し、ガバナー会に対し当地区からの義捐金拠出残、約7千万円

の返金を要請しました。また、前年度義捐金地区残高約2千5百万円の当年度

当地区義捐金口座を新たに開設して引き継ぎました。この地区義捐金約9千5百

万円の活用については、第2750地区復興支援地区委員会としては、被災地へ

の直接支援を中心とし、各クラブの復興支援事業に積極的に活用して頂きたい

と考えます。」 （以下略）
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ニコニコ

本日のニコニコ ８名 23,000円

累計 251,500円 （予算達成 25.2%）

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

日野消防少年団 早川忠男 様 ｽﾍﾟｼｬﾙ

消防少年団への育成協力金ありがとうご

ざいます。

藤林良昭 君 台風、大雨の中、例会にみ

なさん出席いただきありがとうございます。

和田達也 君 東京マラソンの先行抽選に

もれてしまいましたが、一般抽選、二次抽

選の当選を願って！ トレーニング開始し

ました。

小宮延雄 君 松田さん、仕事では大変お

世話になっております。

谷井正剛 君 日野交通安全協会交通少

年団への助成金、ありがとうございます。

本日の９月２１日から３０日までの１０日

間、秋の全国交通安全運動が実施されま

す。会員の皆様には安全運転をよろしく

お願いいたします。

松浦信平 君 子どもたちが輝けるよう日

々ご尽力されている青少年４団体の皆様

に敬意を表して。

山口徹雄 君 日野ケーブルＴＶさん。雨

の中、取材ありがとうございます。日野ＲＣ

の宣伝をばっちりお願いいたします。

山下雅弘 君 明日から、妻と子どもが私

の実家へ里帰りしている為、一人さみしく

暮らしています。

委員会報告など

出席委員会 横倉 利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ

井村廣巳 君 仲谷政毅 君 森岡弘通 君

MU 前回・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） (うち免除者数)

本日 34 20 3
5 82.14%

2011.09.21 (7) (1) (0)

前回訂正 34 20 3+0
7 76.67%

2011.09.14 (7) (3) (0+0)

前々回訂正 34 22 3+1
6 81.25%

2011.09.07 (7) (3) (1+1+0)

新世代奉仕委員会 松浦 信平 委員長

台風が近づいている為、本日の炉辺は延期し、９月

３０日１８時３０分から行います。

少年野球連盟の秋季大会開会式に行ってまいりまし

た。甲子園で優勝した日大三高の吉永投手も来てお

り、子どもたちの目が輝いておりました。

フォト紹介

青少年４団体の皆さんと会長・幹事

例会風景 日野ケーブルＴＶ
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青少年４団体への助成金贈呈式 進行 ： 松浦 新世代奉仕委員長

日野消防少年団 団長 早川 忠男 様

現在３５名の団員と２２名の指導者がおります。キ

ャンプ、老人ホーム訪問、クリスマス会など、１年間で

１５日程度活動しています。

東京には８０の消防少年団があります。日野は今

年が３２年目です。私は当初から指導者として関わ

り、その頃は若かったのですが…（笑）。助成金でテ

ントなど備品を購入させていただいています。

日野交通少年団 団長 杉山 和江 様

４８名の団員と指導者１１名および保護者で活動し

ています。団員のうち幼稚園生が３名、小学生が２７

名、中高生が９名、あと大学生と社会人です。活動

内容は広報・奉仕・体験見学で、月に約３回、土日

祝祭日に活動しています。

ロータリークラブさんからいただいた鼓笛を３０年

近く使っています。ありがとうございます。

日野少年軟式野球連盟 会長 末廣 悟 様

今年が３５周年です。小学３年から中学３年まで、

小学生１７チーム（４４０名）、中学生６チーム（１３０

名）、監督コーチ１６０名、役員審判２２名です。

挨拶と、チームワークとしての協調性と和の指導を

心がけ、合い言葉は試合終了まで諦めない、です。

出身の吉永君（日大三）は早稲田に進学が決まった

ようです。助成金、ありがとうございました。

日野市サッカー連盟 会長 吉冨 正敏 様

市民大会には約１６０チームが出場しました。幼稚

園から７０歳代まで、人数は約三千人程度です。

なでしこブームです。日野はベレーザ大会という

冠をいただいて大会を行っています。

毎年、ご支援をありがとうございます。前任の馬場

現市長のときから助成していただいており、私の代

で途絶えることなく継続していただければ幸いです。

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
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