
第2222回 2011年１０月２６日(水) 12:30～13:30 高幡不動尊

東京日野ロータリークラブ 第２２２２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

横倉 利夫 君

『奉仕の理想』

ヴィジター・ゲスト紹介

多摩南グループ ガバナー補佐

町田サルビアＲＣ 井上 直行 様

多摩南グループ グループ幹事

町田サルビアＲＣ 木目田 賢市 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

出席委員会 横倉委員長

新世代奉仕委員会 松浦委員長

卓話 「公式訪問を前に」

多摩南ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 井上直行 様

食事 日野寿司 （和田一男 会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

さきほど、井上ガバナー補佐、木目

田グループ幹事をお迎えして、クラブ協

議会が滞りなく行われました。

本日は、第２２２２回という記念に

なる例会です。

先週の親睦旅行、お疲れ様でした。

たいへん楽しい一日でした。親睦委員

の皆様に感謝申し上げます。熊井会員からは親睦旅行に対してニコ

ニコをいただきました。ありがとうございました。

幹事報告 和田 達也 幹事

井上ガバナー補佐、木目田グループ■

幹事ようこそお越しくださいました。

１１月のロータリーレートは１ドル７８円■

です。

バギオ基金より第３３回バギオ訪問交■

流の旅の案内が来ております。

２０１２年５月６日～９日 タイ・バンコクにおいてＲＩ年次大会が開■

催されます。大会期間中の６日１８時より片倉ガバナーと過ごすＲＩ

2750地区ガバナーナイトのお知らせが届いております。

東京品川中央ロータアクトクラ■

ブより創立４０周年記念式典

のご案内が届いております。

東京中央ロータリークラブよ■

り、2750地区ロータリークラブ

の皆様へオープンゴルフコン

ペの案内が来ております。

12月6日（火） 桜ヶ丘ＣＣ

プレー費約２万円

参加費５千円

Ｗａｔｃｈ ｕｓ を皆さんのメール■

ボックスに配布しました。
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ニコニコ

本日のニコニコ ９名 21,000円

累計 319,500円 （予算達成 32.0%）

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

藤林良昭 君 ガバナー補佐 井上様、グ

ループ幹事 木目田様、本日はありがとう

ございました。

和田達也 君 井上ガバナー補佐、木目

田グループ幹事、ようこそお越し下さいま

した。今度、夜の町田を教えてください。

森岡弘通 君 せっかくすばらしい企画「東

京おのぼりさんツアー」をたてていただい

たのに出席できず、ごめんなさい。「おわ

びニコニコ」です。

井村廣巳 君 初入選より７年。母が２度目

の日展に入選いたしました。松田さん、焼

きビーフン美味しかったです。

山口徹雄 君 先週の親睦旅行。東京タワ

ーのうえから、母方の祖母祖父のお墓を

みて、写真を撮ることができました。ありが

とうございました。

ゴルフ会 ９月の月例ゴルフの入賞者から

ニコニコです。優勝：松田さん ２位：野村

さん ３位：和田達也さん ブービー：小島

さん ベスグロ：野村さん（９９）

山下雅弘 君 先週は、皆さんのご協力で

無事に親睦旅行を終えることができまし

た。と思ったら…次はクリスマス会です！

そして会員増強もあります！ いよいよ日

野ロータリークラブに就職するようです。

松田忠泰 君

月例ゴルフで優勝し

ました（飯作さんのお

かげです！！）

事務局 田中くに子 さん 井上ガバナー

補佐、木目田グループ幹事さんの御来訪

を歓迎して…。よろしくお願いします。

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 なし

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 25 0
7 78.13%

2011.10.26 (7) (5) (0)

前回訂正 34 11 9+0
8 72.41%

2011.10.19 (7) (1) (1+0)

前々回訂正 34 19 4+0+0
7 76.67%

2011.10.12 (7) (3) (0+0+0)

新世代奉仕委員会 松浦 信平 委員長

大甕小学校への支援の実現が、週報（第２２

２１回）に掲載されています。ご覧ください。大甕

小学校からも写真や御礼文書が来る予定で

す。

本日、募金箱を用意させていただきました。新世代育成資金は大切に

使っていきたいので、ご援助よろしくお願いいたします。

クラブ協議会

例会前に、井上ガバナー補佐と木目田グループ幹事にもご参加いた

だきクラブ協議会を開催しました。

テーマ 「未来を見据える夢のあるクラブ作りを」

１．クラブ奉仕に関して

・ 充実したクラブ運営

・ 例会進行に関して

・ 会員増強に関して

２．今年度重点奉仕プログラム

・ ブリティッシュヒルズ国内留

学事業の今までの経緯と、

それに代わる今年度新事業

に関して

３．新世代育成資金のこれまでの

経緯と更なる充実に関して

４．感想
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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

卓話 「公式訪問を前に」 井上ガバナー補佐

はじめに

こんにちは、多摩南グループのガバナー補佐の井上で

す。本日は、第２２２２回の例会ということで、とてもおめで

たいことです。

私の貴クラブへの訪問は本日が２回目になります。この

例会前、１０時３０分からクラブ協議会を開催していただき

ました。いろいろな方の話を聴くことができました。私は、

今日の訪問が８クラブ目です。あと３クラブを訪問する予定があります。

片倉ガバナーは、楽しいクラブづくりの推進をお願いしたいとのことです。楽しい

クラブとは、風通しの良いクラブであると考えています。

復興支援活動に関して

東日本大震災は、感謝すること、慎み深くあること、助け合うこと、この三つの心

を私達に思い出させました。若い人達のなかにも、この心が育まれていけばと思い

ます。我が２７５０地区では、復興支援活動をサポートするプログラムを用意しまし

た。ロータリー財団を活用する方法もあります。貴クラブにおかれましても、これから

立ち上げる、または既に実施した事業について、ご活用をご検討ください。このこと

に関しては、グループ協議会等でも情報提供をしていきます。

会員増強に関して

会員増強、クラブの維持も今年度の課題です。カルヤン・パネルジーＲＩ会長も

同様の問題認識をおもちです。米国と日本で会員数が減少していることを問題視

しています。８月にシカゴで会員減少に対処するための会議が開かれ、日本からも

代表１名が参加しています。

会員の高齢化も進んでいます。２０代、３０代の会員を増やす努力が必要です。

貴クラブでは、若い人が活発な意見・希望をもっておられると感じました。若い人が

前に出て動くことは良いことです。古い先輩との交流も勉強になると思います。

ロータリーは、職業奉仕を中心にした活動です。昔から、出席要請や例会回数

を減らすべきという議論もありました。朝クラブ、昼食無し、夜クラブなどの試行もさ

れています。

女性が少ないことも課題です。我が２７５０地区でも７％ぐらいしか女性がおりませ

んが、クラブによって差があります。女性の多いクラブは、例会のやり方も良い意味

で変わってきます。考えていかなければならない問題です。

先日の会議で、貴クラブの山下会員増強委員長さんからも良い意見をいただき

ました。若い方々を入会させて、２～３年生には委員長や地区への参画を経験させ

ていただきたいと思います。

Ｐｈｏｔｏ 紹介

右：井上ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
左：木目田幹事

例会風景

補修を終えた五重塔

もうすぐ菊祭り


