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東京日野ロータリークラブ 第２２５３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

『奉仕の理想』

ソングリーダー

熊井 治孝 君

委員会等報告

出席委員会 横倉委員長

新世代奉仕委員会 松浦委員長

次年度幹事 山下幹事

次年度社会奉仕委員会 土方委員長

会長挨拶 藤林 良昭 会長

幹事挨拶 和田 達也 幹事

バッチ交換 会長・幹事・副会長

閉会点鐘 藤林 良昭 会長

懇親会

挨拶と乾杯

後藤 一郎 会員

食事

精進料理

（高幡不動尊）

ニコニコ紹介 山下 会員増強・親睦委員長

花束贈呈 渡辺 千賀子 様（ご退職）

中締め

清水 博雅 会員

会長挨拶 藤林 良昭 会長

この１年間、ＲＩ会長の「こころの中を見つめよう 博

愛を広げるために」および私の目標「夢と情熱そして

奉仕によろこびを」で進めてきました。皆さんのご協

力があったからこそと感謝しています。フレンドシッ

プ、フェローシップはとても大切で、重ね重ね感謝申

し上げます。また、退会される後藤一郎会員におかれましては、長年の

ご功労、誠にありがとうございました。

挨拶 後藤 一郎 会員

今月末で２６年２ヶ月の在籍となります。会長、幹

事、地区での役職を務めさせていただき、ロータリー

を堪能しました。会員の皆さんや事務局の支えに感

謝申し上げます。退会する理由は、自分が無職にな

るからであり、プロバスクラブがあるからではありませ

ん。プロバスからもロータリーの増強を支援していきたいと思っています。

私は、ロータリーの仲間と経営上の苦労話などを交換して勇気をもら

ってきました。現在のクラブには、そのような異業種の集まりであるという

魅力が十分に生かされていない物足りなさを感じます。この辺りを考えて

新しいクラブを創っていってください。

委員会等報告

新世代奉仕委員会 松浦 信平 委員長

６月２３日に国内留学の第１回オリエンテーションを行

いました。２３名全員が女子中学生。皆さん、目を輝かせ

取り組んでいました。先生方も熱心に手作りのプログラムを用意してくだ

さっています。また、ローターアクトも手伝ってくれています。

７月８日に第２回オリエンテーション、そして７月２１日に結団式が行わ

れます。皆様、ご出席をよろしくお願いいたします。

次年度幹事報告 山下 雅弘 次年度幹事

例会変更のお知らせです。八王子ＲＣ、稲城ＲＣ、多摩

グリーンＲＣ、多摩ＲＣ、東京ｉシティＲＣ

次年度社会奉仕委員会 土方 淳 次年度委員長

よさこい祭り協賛、ありがとうございました。本日まで受け付けます。



ニコニコ紹介 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長
本日のニコニコ ２１名 132,200円

累計 929,700円 （予算達成 93.0%）

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

藤林良昭 君 みなさんのおかげで最終例

会を迎えることができました。

和田達也 君 １年間、どうもありがとうござ

いました。

後藤一郎 君 ｽｰﾊﾟｰｽﾍﾟｼｬﾙ ロータリーを

卒業します。長い間、ありがとうございまし

た。

小倉裕美 君 ｽﾍﾟｼｬﾙ 藤林会長、和田幹

事、１年間御苦労様でした。次年度は私が

会長です。皆さんご協力よろしくお願いし

ます。娘の結婚が決まりました。

山口徹雄 君 ｽﾍﾟｼｬﾙ 印鑑カードや身分

証明書が入った小銭入れを無くしました。

警察に誰かが届けてくれたらバーンとニコ

ニコしようと思ったところ、１分と経たぬうち

に日野警察から連絡がありました！ 会長・

幹事さん、お疲れ様でした。

小島馨 君 ｽﾍﾟｼｬﾙ 藤林会長、和田幹

事、ご苦労様でした。後藤会員、大変お世

話になりまして感謝しております。渡辺千

賀子さん、淋しくなります。長い期間ご苦労

様！ありがとうございました。

飯作金彦 君 大 藤林会長、和田幹事、一

年間ご苦労様でした。あじさいもきれいに

咲いてます。

森岡弘通 君 大 四半世紀にわたってロー

タリアンとして模範的な活動を続けられた

後藤会員に心から敬意を表します。また個

人的にはいろいろと御指導いただきありが

とうございました。後藤さんのおかげで日野

ＲＣ以外でも、数多くの良きロータリアンと

知り合うことができました。敬意と感謝のニ

コニコです。

森岡弘通 君（その２） 藤林さん、１回目の

会長、和田さん、１回目の幹事、ご苦労様

でした。そして渡辺さん、いろいろご足労を

おかけしました。

清水博雅 君 藤林会長、和田幹事様、１

年間ご苦労様でした。感謝の気持ちを込

めて。

谷井正剛 君 藤林会長さん、和田幹事さ

ん、ご苦労様でした。

横倉利夫 君 最終例会まで多くの出席に

感謝申し上げます。

山村俼偀 君 藤林会長、和田幹事、本当

にお疲れ様でした。重責を恙なく全うされ、

本日「有終完美」を飾られますこと、心より

お祝いと感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。

熊井治孝 君 会長、幹事さんはじめ各委

員長さん、ご苦労様でした。お世話になり

ました。

小宮延雄 君 藤林会長、和田幹事、１年

間ご苦労様です。本日、開運そばに、もし

もツアーのＴＶが来ます。

松田忠泰 君 イーヤー驚いたね。やれば

出来るじゃないか。会長幹事、ともあれ１年

間ご苦労様でした。

杉田純一 君 会長幹事、一年間、長い間

ご苦労様でした。ホッとしないで、日野ＲＣ

のためにこれからも活躍して下さい。

成田恭隆 君 藤林会長、和田幹事、１年

間お疲れ様でした。

山下雅弘 君 皆さん、今日は多数＆多額

のニコニコありがとうございました。藤林会

長、和田幹事、１年間、お疲れ様でした！

事務局 田中くに子さん 藤林会長さん、和

田幹事さん、お疲れ様でした。調和のとれ

たステキなコンビでした。後藤パスト会長さ

ん、長い間、いろいろと御指導いただきあり

がとうございました。どうぞお元気で。渡辺

さん、５年間、ずいぶんと助けられました。

ありがとうございました。

野村圭伊ＲＣ財団委員長 財政緊迫の日

野ロータリクラブを預かる事務局田中さん

の賢明なる努力により100＄寄付、ポリオプ

ラス寄付から38,200円を捻出することがで

きました。ロータリー財団委員会よりこの金

額をニコニコへ入れさせていただきます。
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バッチ交換

左から、幹事、会長、副会長

花束贈呈

渡辺さん、長年ありがとうございました。

委員会報告など

出席委員会 横倉 利夫 委員

おかげさまで出席委員会を無事に運営していく

ことができました。例会に足を運びたくなるグッヅを

高出席率の方々に差し上げます。

１００％ 小倉会員、熊井会員、小島会員、杉田会員、谷井会員、成田会員、

西山会員、野村会員、藤林会員、松田会員、森岡会員、山口会員、

山下会員、山村、和田会員

９９％以上 松田会員 万歩計 →

９５％以上 土方会員

MU 本日の事前メークアップ 森部美加 君

MU 前回・前々回のメークアップ 阪口 茂 君 （先々週）

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 32 25 1
5 83.87%

2012.06.27 (5) (4) (0)

前回訂正 32 23 1+0
6 80.00%

2012.06.20 (5) (1) (0+0)

前々回訂正 32 23 4+0+1
3 90.32%

2012.06.13 (5) (4) (0+0+0)



幹事挨拶 和田 達也 幹事

はじめに ついに

私が幹事としてここ

に立つのは今日が

最後となりました。

思い起こせば一年

前、７月６日の年度

初例会で、横倉出

席委員長は「例会に誰も来ない夢を見た」そ

うです。あれから一年、いろいろなことがあり

ました。曲がりなりにも今日のこの日を迎えら

れたのは、役員・理事・各委員会委員長・副

委員長をはじめ会員の皆様のおかげでござ

います。厚く御礼申し上げます。さて、先日

のクラブ協議会において飯作さんからは「可

もなく不可もない」と最大限の賛辞をいただ

いた（笑い）今年度を簡単に振り返ってみた

いと思います。

７月 昨年の７月は日本全体が節電をして

おり大変暑い夏でしたが、各委員会の活

動計画発表が行われ、今年度の本格的な

スタートを切りました。また、ブリティッシュヒ

ルズ国内留学事業が原発事故のために今

年度は中止ということが正式に決定し、そ

れに代わる奉仕活動を考えなければなら

ないという課題を抱えました。

８月 第一例会では恒例の川澄名誉会員

の卓話を聞かせていただきました。２４日、

高尾山ビアマウントでの暑気払い夜間例

会がありました。会員・ゲストを含めたくさん

の方たちが集まり、楽しいひと時を過ごしま

した。

９月 まだまだ暑さの残っていた9月。２１日

の例会は青少年四団体への協賛金贈呈。

その模様が日野ケーブルテレビで放映さ

れ、藤林会長のインタビューと明るい笑顔

が日野市民のお茶の間に流れました。

１０月 １０月はイベントの多い月でした。野

村委員長のもと財政健全化委員会が組織

され、第一回委員会が開催されました。以

後財政健全化委員会は数回開催され、そ

の提言は理事会に諮られたうえで承認さ

れ、今後のクラブ財政の指針となりました。

１９日、親睦委員会主催の「東京おのぼりさ

んツアー」・・・スカイツリーを真下から見上

げ、その大きさに大変驚きました。東京ベ

イクルーズではおいしいお料理と飲み物を

楽しみ、船の上から夜景を眺め夜風にあた

って少し寒かったのを思い出します。２６

日、第2222回という２が４つならんだ例会

に、井上ガバナー補佐・木目田グループ幹

事を迎えて「未来を見据え夢のあるクラブ

作りを」というテーマでクラブ協議会が行わ

れ、協議会の後、例会が行われました。ま

た奉仕活動としては、新世代奉仕委員会

松浦委員長が中心となり、被災地のことも

の学びを支援しようという理念のもと、南相

馬市大甕（おおみか）小学校から要請のあ

った清掃用具を送ることができたのも１０月

の出来事でした。

１１月 １１月９日は、故・片倉ガバナーの公

式訪問がございました。快晴の中、午前中

護摩祈願を行い、飛火野ＲＣとの合同例会

を行いました。ご存じのとおり、片倉ガバナ

ーは５月末にお亡くなりになりました。お別

れの会の案内をメールボックスに入れてお

りますので、ご確認ください。

１２月 １２月１日は冷たい雨の一日でした

が、ホテル・ザ・エルシィ町田においてＩＭが

開催されました。「東日本大震災を振り返

って」というテーマのRI2520地区パストガバ

ナー・桑原茂様の基調講演・分科会・懇親

会と大変密度の濃い一日を過ごしました。

遠い町田の会場でしたが、多くの会員に出

席していただきました。３日は当クラブ名誉

会員である、川澄祐勝大僧正の「叱られる

幸せ」出版記念祝賀会が京王プラザホテ

ルにて盛大に行われました。７日、年次総

会では次年度理事・役員が選出され、会

員の記念撮影を行いました。２１日、親睦

委員会主催のクリスマス忘年家族会には

たくさんのご家族・ゲストの方が参加されま

して、大ビンゴ大会・バンドの演奏など大変

盛り上がりました。

１月 １月１１日、新年初例会はパレスホテ

ル立川において今年も左門左兵衛さんの

初舞でスタートしました。１８日、満留寿で

行われた会員フォーラムではクラブの財政

再建について話し合いをいたしました。２５

日、日野寿司での夜間例会で川俣元会員

から当クラブが歩んできた歴史というテー

マで大変貴重なお話を聞かせていただき

ました。

２月 ２月１５日、開運そばで行われた例会

では、姉妹都市レッドランド市よりロイ・セン

シルロご夫妻をはじめ多くのお客様がいら

っしゃいました。ロイさんとはバナー交換を

させていただきました。２３日は地区大会

が、ザ・プリンス パークタワー東京にて盛

大に行われ、当クラブからも多数の会員が

出席いたしました。次年度の事業となりま

すが、新世代奉仕委員会の尽力により、ブ

リティッシュヒルズに代わって長野県黒姫

高原のペンションにてアメリカンサマーキャ

ンプ形式での中学生国内留学事業を実施

することが決定したのも２月のことでした。

３月 今年はなかなか暖かくならない春でし

た。１３日、社会奉仕委員会による飛火野

RCとの合同献血例会では多くの皆様に献

血をしていただきました。２１日、国際奉仕

委員会が音頭を取り、プログラム委員会・

職業奉仕委員会・国際奉仕委員会合同

で、RI3650地区パストガバナーの林隆義

（リム ユンウィ）さんをお招きし、卓話をして

いただきました。また、夜の日野寿司の懇

親会も大変盛り上がりました。２８日は、飛

火野ＲＣと合同の夜桜花見例会で、こちら

も大変に盛り上がりました。

４月 やっと桜が開花したのは４月上旬のこ

と。１８日、多摩川浅川クリーン作戦では、

皆さんでいい汗をかきました。２５日、待望

の女性会員、森部美加さんの入会式を行

いました。２９日、社会奉仕委員会が中心と

なって今年も大変な大盛況の新選組隊士

コンテストを行いました。

５月 風薫る５月、なんといっても最大のイ

ベントは、タイ・バンコクで開催された国際

年次大会です。当クラブからは会長と幹事

がクラブを代表して参加して参りました。そ

の際、会長・幹事不在の例会では小倉会

長エレクト、杉田副会長、山下副幹事にお

世話になりました。

６月 ６月１３日、松田さんの強力な後押し

により左門左兵衛さんの入会が実現し、入

会式を行いました。

以上、本年度の主な出

来事を駆け足でご紹介し

ました。本来であれば会員

の皆様、また外部講師の

方のすべての卓話についてお話したいとこ

ろではありますが、時間の関係上主な行事

に関してのみ今年度を振り返ってみました。

あえて一人一人のお名前は挙げませんが、

１年間という長きにわたり役員・理事・委員長

そして会員の皆様、そして事務局さんにはご

協力いただき誠にありがとうございました。私

のような未熟者が幹事という大役を全うでき

たのは皆様のお蔭です。そして最後になりま

すが、私のようなやんちゃ坊主をいつも優し

い目で見守り、フォローして下さった藤林会

長に感謝申し上げます。

これをもちまして私の2011‐12年度の幹事

としての報告並びに挨拶をすべて終了とさ

せていただきます。

皆様、一年間ありがとうございました。
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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


