
【 幹事報告 】 松浦 信平 幹事

・次週（８月２７日）はガバナー補佐をお迎えしてのクラブ

協議会・例会です。クラブブレザー、エンブレムをできるだ

け着用の上、ご出席ください。

・地区よりロータリーリーダーシップ研修（RLI）の案内が来ています。

・地区より RYLA の開会式、閉会式への出席の呼びかけが来ています。
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『卓話：私の入会したころ』 小倉 裕美 会員

【 会長挨拶 】 成田 恭隆 会長

一昨年 BH国内留学生になりました相原さんが、2750 地区

の青少年交換委員会の交換学生試験に合格し、派遣候補生に

なりました。地区の要請に従い、相原さんのカウンセラーに

土方邦人会員を選任したところ、ご承諾をいただきましたことを報告します。

さて、お盆休み中、台風 11号の影響で九州、四国、近畿地方に記録的な集

中豪雨があり、洪水、崖崩れなどの災害が多発しました。大自然の前では人

間はなすすべもなく、無力さを痛感しました。

一方、血液検査により 13 種類の癌を早期発見できる miRNA(マイクロ RNA)

のニュースが出ました。これは癌の種類により miRNA の制御因子が負に動い

たり、正に動くところに目をつけ、これから開発していくそうです。乳がん

については来年から実施予定だそうです。

人間の無力感と科学技術の進歩、人間のもつ二面性を感じました。

≪例会プログラム≫

【司会】
土方 淳

例会向上委員長

【開会点鐘】
成田 恭隆 会長

【ロータリーソング】
ソングリーダー

小島 馨 さん

『我等の生業』

【ビジター・ゲスト紹介】

なし

【月例祝賀・ニコニコ報告】
小島 馨 委員長

【出席報告】
福田 多恵子 委員長

【委員会報告】

クラブ奉仕委員会

前年度幹事
青少年奉仕委員会

例会向上委員会

親睦小委員会

【卓話】
小倉 裕美 会員

【青少年奉仕委員会】 北村 淳 委員長

次の書類をお配りしましたのでご覧下さい。

①「高校生のインターンシップ受入募集について」

②「ブリティッシュヒルズ国内留学、中学生募集について」

【クラブ奉仕委員会】 横倉 利夫 委員長

来週の２７日（水）の例会終了後１３時４０分より

クラブ奉仕委員会の炉辺を行います。ご参加お願いします。

【前年度幹事】 山口 徹雄 会員

改正された定款・細則を収録した規程集を本日お配りいたし

ました。これまで会員名簿にのみ記載されていた会友制度に

ついての定めも最終頁に載せました。ご確認ください。

今後は、新世代育成資金運用規程を検討していく必要があります。



【 ニコニコ報告 】 小島 馨 委員長

本日のニコニコ： 11,800 円／累計 159,600 円

ビジターフィー： 0 円／累計 8,000 円

成田 恭隆 君 残暑お見舞い申し上げます。小倉さんの卓話楽しみにしています。

松浦 信平 君 小倉さんの卓話、楽しみにしています。来週のガバナー補佐を迎えての

クラブ協議会・例会に、多くの皆様のご参加をお願いします。

宮野 孝雄 君 今日は小倉さんの卓話楽しみに聞かせていただきます。

西山 尚之 君 早退します。10月 8 日の例会に入会して頂けそうな人を是非呼んで下さい。

卓話は米山留学生です。

小島 馨 君 今月は私の入会月と誕生月です。

※『一服も奉仕でごザル』からもニコニコをいただいております。

【卓話：私の入会したころ】 小倉 裕美 会員

私は昭和 58年８月、32 歳の時、88 番目の会員として松田さんと尾崎さんの紹介で入会しました。

会長は小林医院の小林先生、幹事は横山家具の横山さんでした。当時のロータリークラブは会員数も

多く、予算も多かったため、どの委員会もとても活発でした。炉辺も多く、終わると 1 次会では終わ

らず、２次会、３次会と続きました。入会した年は、ゴルフも毎回のように参加しました。世界大会やアジア大

会にも多くの会員が参加しました。

さて、今日は、浅川のクリーン作戦についてお話ししたいと思います。これは、社会奉仕委員会の横山さんが

発案したものです。第１回目の時は、当クラブの他、東京飛火野ロータリークラブ、ボーイスカウト、ガールス

カウト、目の不自由な方のボランティア団体、インターアクト、ローターアクト(南平、日野台、日野)等の人た

ち総数約 200 名が集まり、平山橋から一番橋の間の清掃を行いました。今では考えられないゴミが一杯あり、汚

れ方もひどいものでした。その後、この事業は、３年で市に移管しました。今では有名な事業となっていますが、

この事業が当ロータリークラブの発案でスタートしたことをとても誇りに思っています。

【親睦小委員会】 小島 馨 委員長

8 月 27 日（水）18時 30 分より聖蹟桜ヶ丘京王ショッ

ピングセンター８Ｆの「赤坂飯店」で親睦小委員会の

炉辺を行ないます。皆様参加お願いします。

【 出席報告 】福田 多恵子 委員長

正会員総数 35 名(内、免除会員数 4 名)

出席会員総数 23 名（内、出席免除会員数 3 名）、事前ＭＵ3 名、合計 26名。

よって、出席率は 76.47％です。

来週は目標である 80％以上の出席率をぜひ目指したいと思います。

皆様よろしくお願いします。

尚、7 月分例会出席の出席率を報告します。月平均出席率は 83.95％でした。

正会員総数

（出席免除数）

出席総数

（免除者出席数）

MU 欠席 出席率

7 月 2 日 36（4） 25（2） （2）+2+1 5 84.85％

7 月 9 日 36（4） 24（2） （2）+0+1 6 81.82％

7 月 16 日 36（4） 26（4） （3）+1+0 5 85.71％

7 月 23 日 36（4） 27（4） （3）+1 4 88.57％

7 月 30 日 35（4） 20（2） 5+1 7 78.79％

【例会向上委員会】 土方 淳 委員長

・例会場設営について担当を決めていますが、お手伝いで

きる方はご協力お願いします。

・例会に欠席することが確定した時には、弁当の手配の都

合上、事前に事務局へお知らせ下さい。



東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3

℡：042-594-3711 fax：042-593-0510

例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿

ＵＲＬ：http://www.hino-rotary.org

メール：info@hino-rotary.org

会 長：成田 恭隆

幹 事：松浦 信平

会報委員長：宮野 孝雄

会 報 委 員：森原 豊 山口 徹雄

奥野 誠也 井村 廣巳

熊井 治孝

又 MU は次のとおりです。

7.2 飯作金彦会員（調布むらさき RC） 7.2 井村廣巳会員（2015‐16 チーム研修会）

7.2 小田原潔会員（クラブ奉仕委員会） 7.9 疋田久武会員（調布むらさき RC）

7.9 小峰敏夫会員（クラブ協議会） 7.9 小宮延雄会員（クラブ奉仕委員会）

7.16 疋田久武会員（出席奨励委員会） 7.16 阪口茂会員（新世代育成委員会）

7.16 杉田純一会員（クラブ奉仕委員会） 7.16 森原豊会員（飛火野 RC）

7.23 西山尚之会員（新旧理事会） 7.23 山口徹雄会員（クラブ奉仕委員会）

7.23 横倉利夫会員（クラブ強化委員会） 7.23 小田原潔会員（東京立川 RC）

7.30 福田多恵子会員（出席奨励委員会） 7.30 土方邦人会員（日野よさこい委員会）

7.30 熊井治孝会員（日野受付） 7.30 谷井正剛会員（理事会）

7.30 山下雅弘会員（理事会）


