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東京日野ロータリークラブ 第２２３８回 週報

例会プログラム

司会 土方 淳 例会進行委員長

開会点鐘 藤林 良昭 会長

ロータリーソング

『我等の生業』

ソングリーダー

山下 雅弘 君

ヴィジター・ゲスト紹介 ナイ・ウィン 君

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

奨学金贈呈、感謝状贈呈、挨拶

米山奨学生 ナイ・ウィン 君

米山奨学生カウンセラー 野村会員

委員会等報告

ニコニコ、月例祝賀 成田委員

出席委員会 横倉委員長

社会奉仕委員会 横倉委員

次年度会長 小倉会長エレクト

会員増強親睦委員会 山下委員長

国際奉仕委員会 谷井委員長

新世代奉仕委員会 松浦委員長

卓話

財政健全化について 野村委員長

会員増強について 山下委員長

食事 花藤

会長挨拶 藤林 良昭 会長

３月になりました。東日本大震災から１年ですが復

興が十分に進んでおりません。

皆様の会社経営は順調なことであろうと思います。

私も２月からはヒットが打てるようになりました。ロータリ

ーの友のなかで、松下幸之助氏の教えが載っています。①歴史から

学べ②危機に遭遇したら原点に③現実から逃げるな、です。当クラブ

は会員が３１名に減ってしまいました。クラブの歴史を思い起こし原点

に戻ってやり直していかなければと思います。

幹事報告 和田 達也 幹事

例会変更のお知らせです。クラブ名だけ申し上げ

ます。東京八王子南ＲＣ、東京八王子西ＲＣ、東京八

王子東ＲＣ、東京多摩ＲＣ。

挨拶 米山留学生 ナイ・ウィン 君

一年間があっという

間に終わりました。皆さ

んのおかげで、充実し

た学生生活と成果を残

せました。

しばらくは日本で、ミ

ャンマー人の経営する小さな会社で働きます。３ヶ月前から、ミャンマ

ーに図書館を建てようというプロジェクトに関わっています。送金により

本を寄贈します。

記念品贈呈 感謝状贈呈
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財政健全化委員会より

財政健全化委員会 野村圭伊 委員長

今期の会計状況

前期の収入・支出

の執行状況はそれぞ

れ約47％です。その

内容をみると、収入が

当初予定よりも125万

円少なく、一方で支出

がブリティッシュ国内留学事業が行われていないことにより125万

円少なくなっていて、これによって収支バランスが保たれていま

す。すなわちブリティッシュ事業を実現していく財政力がもう無いと

いうことです。

この状況のなか、後期は３名の退会がありました。よって、このま

までは、繰越金がマイナスになる懸念もあります。

財政健全化委員会からの提言

以上の状況を踏まえ、財政健全化委員会は下記の７項目を提

言しました。（臨時理事会にて承認）

①ブリティシュヒルズ国内留学事業を終了する。

②同事業に代わる事業は30万円程度の予算で計画する。

③日野消防少年団・日野サッカー連盟少年部への協力金を中

止する（▲10万円）。

④固定費の見直しをさらに継続し10万円の削減をする。

⑤各委員会予算を見直して10万円の削減をする（１００万ドルの

食事等の実行によりＳＡ予算を中心に削減）。

⑥会員増強活動を強化する

⑦会費の値上げは見送る

会員増強について

会員増強・親睦委員会 山下雅弘 委員長

もう、増強は絶対に必要だ！ということ

で、ご協力よろしくお願いいたします。大切

な人、友人を呼んでいきましょう。

ローターアクトでは、しっかりした活動を

したことにより人数が増えた、という例があり

ます。

こういう会にしようという原点が必要だと思います。我が日野ＲＣ

は会員同士がとても仲良いので、仲の良い会ということで進めたい

と思います。仲良しを呼べるような会にしましょう。

地区大会（第2236例会）

平成２４年２月２３日（木）に、ザ・プリンス・パ

ークタワー東京にて、国際ロータリー第２７５０地

区の地区大会が盛大に行われました。

当クラブの第２２３６例会は、この地区大会に

振替となります。

フォト紹介
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月例祝賀（３月）

成田恭隆 会員増強・親睦委員

入会記念日 熊井治孝君（H3） 西山尚之君（H23）

誕生日 藤林良昭君（3/13） 井村廣巳君（3/17）

山村俼偀君（3/30）

結婚記念日 井村廣巳君（3/7） 仲谷政毅君（3/21）

松浦信平君（3/23） 熊井治孝君（3/29）

夫人誕生日 後藤一郎君（香代子さん 3/23）

西山尚之君（睦美さん 3/26）

ニコニコ

本日のニコニコ ７名 21,000円

累計 621,500円 （予算達成 62.2%）

報告 成田 恭隆 会員増強・親睦委員

藤林良昭 君 先週は雪の例会でした。本日は

あったか例会で皆さんお元気で安心します。

和田達也 君 やっと暖かくなってきました。明日

は寒そうです。

成田恭隆 君 大 法華津さんロンドン五輪出場

権獲得を祝して。私も刺激を受け、来週あたりか

ら週一回を目指し乗馬クラブに通うつもりです。

杉田純一 君 大 ２０～２４日まで京都で会議で

したが、風邪をこじらせ肺炎を併発、２１日に入

院。窓から毎日三十三間堂の屋根を見ながら過

ごしていました。２７日に退院、片道切符でなく良

かったです。

小宮延雄 君 やっと、歯が修理終わりました。約

２年。

熊井治孝 君 時の流れは見えないが、春が近

づいている感じですね。

野村圭伊 君 ナイ・ウィン君の門出を祝して！！

ミャンマーと日本の架け橋となって活躍される

ことを期待しています。

委員会報告など

社会奉仕委員会 横倉利夫 委員

３月１３日は献血です。参加者に食事代■

として千円をお支払いします。

ひの新撰組まつり（パレード5/12・13）へ■

の協賛金１万円を次回お願いします。

次年度会長 小倉 裕美 会長エレクト

ペッツが終了しました。こちらが修了証で

す。次年度、よろしくお願いいたします。

次年度幹事 山下 雅弘 副幹事

３月２１日の例会終了後に次年度理事会

を開催いたします。

会員増強・親睦委員会 山下 雅弘 委員長

花見例会への出欠報告を事務局までお願いいたします。

国際奉仕委員会 谷井 正剛 委員長

３月２１日の例会では、林隆 義氏に卓話をお願
りむゆんうい

いしました。双子クラブ締結にご尽力された方で、

元米山奨学生でもあります。また、当日の夜１８時

から交流会を行いますので、できるだけご参加くだ

さい。

新世代奉仕委員会 松浦 信平 委員長

ブリティッシュヒルズに代わる事業として、黒姫高

原のペンションを借り切ってアメリカンサマーキャン

プ（2012.7.26～28）を行うことが理事会で承認され

ました。その後については、またゼロベースで検討

していきます。

出席委員会 横倉 利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ 山村俼偀君

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 （うち免除者数） ( う ち免除者

除) 数)

本日 31 24 1
5 83.33%

2012.03.07 (5) (4) (0)

前回訂正 31 15 5
7 74.07%

2012.02.29 (5) (1) (0)

前々回訂正 31 12 10+0
4 84.62%

2012.02.23 (5) (0) (0+0)

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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