
 
 

＜2017 年７月 12 日 第 2488 回例会 No.53-2＞ 

『クラブ奉仕部門 委員会活動計画発表』 

 

 

 

 

司    会： 成田 恭隆 会員 

開・閉会点鐘： 小島 馨 会長 

ソングリーダー： 日野ＲＡＣ 金子 裕史 幹事 

ロータリーソング（『我らの生業』）斉唱 

 

 

東京日野ＲＡＣ 金子 裕史 幹事 

 

 

１．会長挨拶：小島会長 

地区の会報誌：ロータリーの友に書か

れている記事の中に、長年ロータリーに

所属し、出席率 100％の方について書か

れていました。100％とはすごいもので

す、是非とも挑戦して行きたいことです。

また、他にも様々な記事が載っており、こういった活動で

あれば発信していける、等新たな気づきがあります。ロー

タリーの友には日野ＲＣから井村会員が出ているので、定

期的に見ていただき、新たな気づきを得て挑戦をしていっ

て欲しいと思います。 

 

２．幹事報告：田中幹事 

・ＲＩ会長から連絡が来ています。 

・五稜郭ＲＣより会報が届いているので  

ご確認ください。 

・他ＲＣより 8 月例会変更があります。 

・全 2750 地区の年次基金を寄付して

いただいたとのことでお礼のメールが届いております 

・東京たまがわＲＣより事務所の移転が届いています。 

 

 

 

 

 

１．前年度皆出席の方々へ 

 後述します。 

 

２．ニコニコ発表 

後述します。 

 

 

 

 

今年度のＲＩ会長テーマ「ロータリーに変化をもたらす」、

日野ＲＣクラブテーマ「クラブチームの強化」を念頭にし

た活動計画を発表しました。 

 

１．クラブ奉仕委員会 山口委員長より       

基本方針 

ＲＩ会長のテーマ「ロータリーに変化を

もたらす」という言葉通り、良い意味の変

化をもたらす。クラブテーマ「クラブチー

ムの強化」に従い、私たちが今以上に地域

社会に良い影響を与えられるよう、クラブ体制を強靭で誇

れるものにする。 

活動計画 

・定期的毎月最終水曜日の夜に炉辺を開き、各クラブの連

携をはかる。要望もあり、全て夜に炉辺を行うことにす

る。会の後は親睦をはかる。 

・各委員会が新しい活動を行うことを奨励する。 

・小さいものでも新しい試みを。実験的、試行錯誤を前向

きに行ってほしい。クラブ奉仕委員として協力する。 

・名刺に似顔絵を添えるということを宣言したが、今年は

会長の意向もあり写真にした。 

 

 

 

東京日野ロータリークラブ 

本日の例会＠高幡不動尊例会場 

役 割 分 担 

本日のゲスト 

例 会 進 行 

各委員会報告 

本日のメインプログラム  

「委員会活動計画発表」 

 



２．例会向上委員会 小倉委員長より 

基本方針 

ＲＩ会長、地区ガバナー、小島会長のテ

ーマに沿って、会員増強、退会防止、ロー

タリー公共イメージ、認知度の向上。儀式

の工夫、未来のロータリアン育成を行う。 

活動計画 

・各委員会で役割分担し、例会向上をはかる。また、例会

時にはＳＡのタスキをかけ、ビジターの方をおもてなし

する体制を心掛ける。 

・2500 回例会の儀式を工夫する。 

・例会の食事は特別な日には良いものを、時にはおにぎり

等メリハリのついた、バリエーション豊かな食事を考え

ていく等々。 

 

３．出席奨励小委員会 名取委員長より 

基本方針 

クラブテーマに沿って、チーム力の強化を

達成すべく、出席率 80%を目指す。コミ

ュニケーションの充実を図り、みな一緒に

なって例会を行う。 

活動計画 

・例年通り、出席者には笑顔で、元気に挨拶。出席状況、

メークアップ情報の確認を行う。2 か月先の予定の確認

を行っていきながら進める。 

・日頃からの出席者には引き続き出席をお願いし、欠席者

には事務局の方にお願いして、例会の簡単な報告メール

等を送りたいと思う。 

 

４．プログラム小委員会 野村委員長より 

基本方針 

ＲＩ、小島会長のテーマに従い、ひとりひ

とりが充実した例会をできるよう、楽しく

強い運営を行い、時期等を考慮したうえで    

ふさわしい卓話講師の選出を行う。 

活動計画 

・卓話 3 本柱として、①地域社会に歴史・現状・課題等認

識を広めるための卓話②ロータリーの知識と見識を広め

るための卓話③人間性を豊かにし、会員相互の理解と友情

を深める楽しい卓話を企画する。8 月の第一回例会では皆

様の教養を高め、例会の充実を図るべく、東京芸術大学で

指揮者部門第一位に選ばれた方をお招きして、皆様が指揮

を上手にできるような指導をお願いしております。 

 

５．クラブ強化委員会 北村委員長より 

基本方針 

クラブテーマ「クラブチーム力の強化」

を基に、会員相互のコミュニケーションを

促し、楽しく力強いクラブ運営を行う。 

 

活動計画 

・会員増強について、活動をする上での重要な柱ととら

えている。早速、8 月の会員増強月間に地区の方に卓

話を依頼している。 

・新入会員向けの東京日野ＲＣ向けの勉強会の実施 

・50 周年の記念誌があるので、ロータリーの歴史を学

ぶ、細則の知識を深めていく。 

・ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研修会）について、

小島会長が地区委員であることも含め奨励する。 

 

６．会員増強・職業分類小委員会 小峯委員長より 

基本方針 

地区より、会員増強の目標として、女性会員、４０歳未

満の会員等の目標があり、以前は特別委員会だったが、常

設委員会として継続的な活動を行う。職

業分類を見直し、会員増強を促進する。 

活動計画 

・炉辺を定期的な実施、関係する委員会

との連携をとる。 

・常設委員会となったうえでの今後の活動の基本方針、将

来目標の骨格を考える。 

・会員一人一人が未加入の会員を呼び会員交流会を開く、

ロータリーの活動について広めていくとともに入会を

勧めていくよう、奨励する。具体的に、会員交流会につ

いては後日、理事会にて承認をいただいたうえで活動を

進めていく。 

 

７．公共イメージ・会報小委員会 西山委員長より 

基本方針 

日野ＲＣの認知度を高め、多くの方に存

在を知ってもらう方法を模索する。また、

会報をもっと読んでもらう工夫をし、情報

の共有、会長のかかげるクラブチーム力の強化を行う。 

活動計画 

・新事務所に日野ＲＣを宣伝するための看板を作る。 

 ・会報はＲＡＣの協力していきながら発行していく。 



 ・ＲＣのショーケースを通し、各クラブの奉仕活動を登

録し、全世界に日野ＲＣ情報発信を行っていく。 

 ・炉辺の実施、公共サービス・会報小委員会としてもＲ

ＡＣと絡めて炉辺を開催したい。 

 

７．親睦小委員会 安島委員長より 

基本方針 

会員同士の親睦をひろげるため、おもて

なし役に徹する。そしておもてなし役を前

提としつつも自分達も親睦行事を楽しむ。 

 

 

活動計画 

・ニコニコ報告、親睦行事、月例祝賀の担当を行う。 

・月例祝賀については、会員の誕生日には旅行券を贈呈す

る。その他結婚記念日にはペアクッション、入会記念日

には女性にはスカーフ、男性にはネクタイを贈呈し、配

偶者の誕生日には会長からのメッセージカードを送る。 

・親睦イベントについては直近で、暑気払い例会、親睦旅

行は宝塚歌劇へ、年末には忘年家族会を予定している。

新しい試みとして、8/2 に野球観戦炉辺を企画し、西武

球場に観戦にいきます。 

・今年は 2500 回の記念例会もある等、記念日が多いた

め、それらにふさわしい形で例会を開いていきたい。 

 

※その他、各委員詳細は計画書等の冊子をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 出席奨励委員会より 

・事前 MU 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（7/12） 35（3） 23（2） 事前 4（1） 8 77.14% 

前回訂正（7/5） 35（3） 23（3） 3 + 0 9 74.29 % 

前々回訂正（6/28） 36（4） 20（1） （7）+ 0 + 0 6 81.82 % 

（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） 

小 島会 長  暑い中皆さん御苦労様です。 

田 中幹 事  暑中見舞い申し上げます。2017-18 年度第 2 回目例会を迎えました。元気で頑張りましょう。 

横 倉会 員  昨日、私 65 歳の誕生日を迎え、一つと節目とし、会社 

の業務体制を変更することとなり、目黒雅叙園での私の 

御苦労さん会に感謝し大ニコニコを出します。 

西 山 会 員  最上三十三観音巡礼で初年度第一回例会欠席となり申 

し訳ありませんでした。羽黒山にて念願の”アカショウ 

ビン”の鳴き声を聞くことができました。感激！！です。 

ニコニコ報告 親睦委員会より 

17-18年度 ニコニコ 合計 

本日のニコニコ：   11,000 円  

累計    86,000 円 

ビジターフィー：        0 円  

累計       2,000 円 

 

前年度例会皆出席者へ記念品が贈呈されました。おめで 

とうございます。今年度も皆出席を目指しましょう！！ 

前年度皆出席者 親睦委員会より 

 

 

本日のスナップ 

 

 


