＜2017 年７月 5 日 第 2487 回例会 No.53-1＞
『新年度初例会 会長・幹事挨拶 活動計画発表』

本日の例会＠高幡不動尊例会場
役

割

司

分

担

ことになりましたので紹介
いたします【右写真】
。
・５５周年の実行委員会に

会：

小倉

裕美 委員長

野村様が就任されました。

開・閉会点鐘：

小島

馨

・青少年交換のジャーミーさ

ソングリーダー ： 熊井

会長

治孝

会員

国家、ロータリーソング（『奉仕の理想』
）斉唱

んが 8/11 に来日されます。
・他に、他クラブの例会変更、お知らせが来ていますので
ご確認ください。

本日のゲスト
東京 飛 火野 RC

小髙

俊明

会長

各委員会報告

東京日野ＲＡＣ

倉島

一樹 会長

１．新年度役員・理事について

東京日野ＲＡＣ

金子

裕史 幹事

新年度となり新しく役員・理事が選任されました【下写真】。

東京日野ＲＡＣ

上野

要平 直前会長

例

会

進 行

１．会長挨拶：小島会長
まだ、梅雨が明けではありませんが、明けたような天気
で非常に蒸し暑い気候です。
前会長幹事の方お疲れ様でした。今年度、田中幹事には
事務局の方として長くお付き合いした方で、本当に良きパ

※理事紹介については割愛させていただきます。名簿をご
確認ください。

ートナーであると思います。しかしながら、私も田中幹事
もまだ不慣れな点があるか
と思います。みんなでクラブ

２．月例祝賀、ニコニコ発表
後述いたします。

を楽しんでいきたいと思い
ますので、引き続き皆様から

そ

の 他

ご支援いだきたいと思いま
す（【左写真】は委嘱状送付
時の写真です）
。

１．東京飛火野 RC 小髙俊明会長

ご挨拶

私が勤めている会社（ソニー生命）には
ロータリアンが沢山いらっしゃいまして、

２．幹事報告：田中幹事
今朝、第一回目の理事会関係で報告いたします。
・７/１現在会員数：３５名。後日、名簿を配布します。
・活動計画書に誤字訂正がありましたので確認願います。
・今年度の事務局として、 石井さんと有山さんが勤める

最初は日野 RC に紹介されたのですが、当
時たまたま同業種の方がいたため、飛火野
に入会した経緯があり、今年で 10 年になります。
日野 RC 様には過去に飛火野 RC のために尽力していた
だいたことを鮮明に覚えております。また、今後ともご指

導ご鞭撻をいただければと思いますので、よろしくお願い

訳もしない、また人様につ

いたします。

いても、いるときはきっち
りと意見して、いないとき

２．東京日野 RＡC一同

～初例会・初訪問～

にはその人をかばうくらい

新年度初例会おめでとうございます。昨年度から日野

の思いやりを心掛けたい。

RC の例会にお邪魔させていただき勉強させていただき、

そのためには一年をとおし

大変お世話になっております。今年度、RAC は会員数の

て例会、理事会、炉辺等皆様の積極的な参加をお願いして

増強を中心に活動をしていきたいと思いますので、日野

楽しい一年間にしたいと思います。

RC のご協力をいただければと思いますので、よろしくお

私が日野ＲＣに入会したきっかけもそうですが、色々な

願いいたします（東京日野ＲＡＣ倉島会長）

人の架け橋があってそれを感謝するという考え方があり

※その他、金子幹事、田嶋地区代表（上野前会長代読）よ

ます。私事ではありますが、子どもを通して色々生活が変

り、お祝いの言葉をいただきました。

わったことも人との関わりを考えさせられたきっかけで
あります。幼稚園にも入れたし、母親にもいろいろなお願

本日のメインプログラム

いをしたりと大変なこともありましたが、子どもを育てる

「新年度会長・幹事挨拶 活動計画発表」

１．小島会長より活動計画発表
東京飛火野ＲＣ会長小
髙様が今年１０年と言う

ことがこんなにも人として成長させてくれるのだなと感
じるとともに、人に感謝する経験をたくさんいたしました。
その経験もあり、皆様に沢山感謝いただけるよう、人との
繋がりをこれからも大切にしていきたいと思います。

ことですが、私も平成 16
年 8 月 1 日の入会になり、
ＲＣ歴が 7 月 30 日をも
って丸 10 年となります。

２．田中幹事より
今年度小島会長のもと、
幹事を務めさせていただ

私がＲＣに入会した当時、勧誘してくれた方が会員増強

きます田中くに子でござ

の担当委員を務めており、熱心な勧誘と、色々な折に御馳

います。以前より、事務局

走いただきました。入会時は、松田様が会長、奥野様が幹

の立場として、幹事という

事を務めており、ゴルフや旅行等楽しい例会を企画してく

遣り甲斐のある役職、重責

れたことを覚えています。松田様は「小島さんが会長にな

をクラブの歴代の長老、中堅、近年は若手の皆さんが難な

るときまでは頑張るから」と言っていただきましたが、昨

くこなされ、たくましくなっていく姿に、面白い役職だな

年お亡くなりになられました。奥野様とは松田さんを偲ぶ

と感じていました。

会としてゴルフでもしたいね、と語ったものです。大変お

その一方で、少々高をくくっていた感がありまして、深く

世話になった方々です。

反省しているところです。

さて、今年度のクラブ目標として「クラブチームの強化」

クラブ幹事の最も重要な役割はクラブが効果的に機能

を掲げました。「関係者だけでなく、皆が各委員会で練っ

するよう援助することとあります。小島会長の「クラブチ

た案を理事会で承認してもらい、皆で活動する」「今まで

ームの強化」という本年度クラブテーマを実践すべく邁進

他委員会のことをよく知らなかったということもあるか

するにあたりまして、会員の皆様と協力して運営にあたっ

と思いますが、それらの理解を深めていく」等といった質

ていきます。創立５０周年を乗り越えた今、長年の良き伝

の高いクラブ会員を目指せれば良いなと思います。ただ、

統を保持しつつ、イアンＨＳライズリーＲＩ会長の「ロー

私自身、加入して 10 年経った今でもまだ知らないことが

タリー：変化をもたらす」を意識して、我がクラブを、ま

ありますので、これを機会にロータリークラブに関わる

た地域全体を良い意味で変化をもたらす方向付けに微力

色々な知識を深めていきたいと思います。

ながら力を出したいと思います。

また、私と田中幹事が組んだ以上は女性らしい和やかな
会を目指したい。思いやり、感謝、笑顔で迎えられる会に
したい。私としても一度受けた以上は愚痴を言わず、言い

どうぞ、会員の皆様、今までにも増して、ご指導・ご鞭
撻の程、よろしくお願い申し上げます。

月 例 祝 賀

本日のスナップ

親睦委員会より

☆誕生日記念☆
7 月誕生日

横倉会員

☆入会記念☆
7 月入会

疋田会員、山下会員、小宮会員、奥野会員

8 月入会

小倉会員、阪口会員、小島会員、村上会員

9 月入会

清水会員

ふ

藤林会員

10 月 入 会 森原会員

ニコニコ報告

親睦委員会より

小島会長

皆様今年度も今まで同様の御支援を心からお願い致します。

田中幹事

2017-18 年度皆様のご支援、よろしくお願いします。楽しい例会を毎回続けられますように！

山下直前会長

不沈艦小島丸は何があ っ ても沈まないと思いま すが、我々船員が振り落 とされないよう、田中幹
事、操舵をしっかりお願いします！

山口会長エレクト

新年度スタート小島会長、田中幹事頑張ってください。

森原副会長

新しい年度を迎え、小島会長田中幹事一年間よろしくお願いします。

宮野会員

今日は小島会長、田中幹事の初例会、一年間は長いですので、体調に留意して頑張ってください。

清水博雅

山下年度の最終例会は楽しみにしていましたのに、風邪をひいてしまい欠席しました。申し訳ありません。
今日は小島年度の最初の例会ですので、何とか頑張って出てきました。船出おめでとうございます。

疋田会員

小島会長、田中幹事ご就任を目出とうございます。一年間のご活躍をお祈りいたします。

小宮会員

新年度、小島会長、田中幹事の船出を祝して。楽しい例会にしてください。

横倉会員

いよいよスタートいたしました。小島会長・田中幹事年度です。大いに楽しんで 1 年素晴らしい年となる
ことを祈っています。

小田原会員

小島会長、田中幹事のもと新年度初例会おめでとうございます。微力ながら新体制を支えて参ります。

飯作会員

小島会長、田中幹事の船出を祝い、当年度の飛躍をお祈りいたします。

西山会員

小島会長、田中幹事、最上の空から門出を祝します。

板屋会員

小島会長、田中幹事の航海の無事を祈って

小倉会員

小島会長、田中幹事の船出をお祝いいたします。

熊井会員

小島会長、田中幹事新年度のスタートを祝して

小峰会員

小島会長、田中幹事の船出を祝して。

成田会員

小島会長、田中幹事の船出を祝して

松浦会員

素晴らしい年度となりますように！！

17-18 年度 ニコニコ 合計
本日のニコニコ：

累計

・事前 MU

75,000 円

ビジターフィー：

2,000 円

累計

※その他、ゲストの小髙様からもニコニコをいただきました。

出席報告

75,000 円

2,000 円

出席奨励委員会より

井村会員、西山会員、吉田会員

日

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

本日報告（7/5）

35（3）

23（3）

事前 3（0）

9

74.29%

前回訂正（6/28）

36（4）

20（1）

7+0

6

81.82 %

前々回訂正（6/21）

36（4）

19（3）

（8）+ 0 + 0

8

77.14 %

（発行人：会長：小島馨、幹事：田中くに子、公共イメージ会報委員長：西山尚之／制作：東京日野ＲＡＣ：金子）

