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食事

開運そば

（井村会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

夏本番となりました。暑さ対策をしっかり行ってい

きましょう。震災と原発、これからの景気先行きが心

配です。

さて、本日は委員会の活動計画発表です。各委

員長さん、よろしくお願いいたします。

８月３日、多摩南グループのガバナー補佐、グル

ープ幹事が当クラブを訪問される予定です。

幹事報告 和田 達也 幹事

一般財団法人比国育英会バギオ基金より、バギオ基金■

創立３０周年記念祝賀会の案内が届いております。

９月９日（金）１８時～ ホテルニューオータニにて

会費13,000円

東京昭島ローターアクトクラブより、クラブ幹事変更のお■

知らせが来ております。

東京八王子ロータリークラブより８月の例会の案内が来ております。詳細■

は事務局までお問合せください。

前年度地区広報委員会より震災復興支援バッチ配布のお知らせが届い■

ています。既に皆様にお配りしておりますが、これは被災された方に長期

にわたって支援をしてゆくに当たって、作られた災害支援のリボンのピン

バッチです。バッチに描かれているレインボーは未来につなぐ架け橋の

意味があり、またＲｉｂｏｎはＲｅborn（復活）、生まれ変わりという意味に繋が

るそうです。是非ご活用ください。



ニコニコ

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

本日のニコニコ ９名 21,000円

累計 70,000円 （予算達成 7.0%）

藤林良昭 君 いよいよ暑い夏の本番です。暑さ

に負けずに皆さんがんばりましょう。

和田達也 君 倫理法人会セミナーの後、阪口さ

んにごちそうになったのでニコニコします。

小倉裕美 君 ○大 ・７月３日に全国企業品質賞の

２０１０年度の優秀賞を受賞しました ・横倉さ

ん、おやじの一周忌に気遣いいただきまして

小島 馨 君 新年度スタート 暑さに負けず楽し

くクラブ活動をしたいと思います。

松田忠泰 君 会長・幹事へ 報告は簡単、明

瞭、明確に。私も簡単に。

山口徹雄 君 祝 なでしこジャパン（サッカー）

ドイツに勝利。

山村俼偀 君 毎日暑い日が続いています。体に

気を付けて夏を過ごしたいと思います。皆さんも

気を付けて下さい。遅くなりましたが、新会長さ

ん幹事さん、宜しくお願い致します。

成田恭隆 君 ９３才になる母がパリのソルデス（バ

ーゲン）に出発しました。まだパリまで行く元気

があるのに感謝して。

山下雅弘 君 今年も皆様、会員増強と親睦への

ご協力よろしくお願いします！ 先週・今週とニ

コニコも多数いただき感謝です。

前年度、ニコニコ予算を達成しました。感謝です。

また、最終例会は出席率１００％でした！
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2011-2012 活動計画発表

クラブ奉仕委員会

委員長 小倉 裕美

委員 山口 徹雄 山下 雅弘

土方 淳 横倉 利夫

飯作 金彦

ＲＩ会長と藤林会長のテーマを基本に、効果的なクラブ奉仕

委員会運営を図ります。炉辺は、偶数月はその月の最終例

会終了後に、奇数月はその月の最終水曜日の夜に行いま

す。何回かは、出席率１００％をみんなで協力して実現して

いきたいです。

※ 適宜、掲載を割愛しております。詳細は、活動計画書を

ご参照ください。（以下の委員会も同様です）

ＳＡＡクラブ運営委員会

委員長 山口 徹雄

委員 土方 淳 横倉 利夫

飯作 金彦

委員会間の連携、相互の助け合いを心がけます。

例会進行委員会

委員長 土方 淳

委員 小宮 延雄 山村 俼偀

小峯 敏夫 西山 尚之

きっちりとした例会を行っていきます。

出席委員会

委員長 横倉 利夫

委員 板谷 誠一 熊井 治孝

仲谷 政毅 木庭 泰宗

「改革提案シート」および出席カードの記入にご協力下さい。

会報委員会

委員長 山口 徹雄 委員 小峯 敏夫 西山 尚之

奉仕活動実績を対外的に広報していきます。

週報→山口、日野CATV→小峯、新聞社→西山が担当です。

会員増強・親睦委員会幹事報告

委員長 山下 雅弘

委員 山村 俼偀 松田 忠泰 成田 恭隆 松浦 信平

会員増強 ： 次年度を４０名でスタートさせたいです。

親睦 ： 高尾山ﾋﾞｱﾏｳﾝﾄ（8/24）ご家族友人をお誘い下さい。

親睦旅行（10/12ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾋﾙｽﾞ）は再検討します。



委員会報告など

会員増強・親睦委員会 山下 雅弘 委員長

ニコニコ報告 → 前頁をごらんください。

月例祝賀 （７月）

入会記念日 誕生日 ご婦人ご夫君誕生日

福井長行君 S42 福井長行君 6日 松浦信平君 令夫人

奥野誠也君 H17 横倉利夫君 11日 松田忠泰君 令夫人

小宮延雄君 H18

山下雅弘君 H21

出席委員会 仲谷 政毅 委員

□MU 本日の事前メークアップ

飯作 金彦 君 （プロアマチャリティ）

杉田 純一 君 （プロアマチャリティ）

□MU 前回および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

(うち出席免除) （うち免除者数） (事前)

本日 34 26
(2) 5 84.85%

2011.07.13 (6) (5)

前回訂正 34 26
(2)+0 5 84.85%

2011.07.06 (6) (5)

前々回訂正 35 33
(2)+0+0 0 100.00%

2011.06.29 (6) (6)

東京日野ロータリークラブ 第２２０８回 週報

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

例会前のひととき

例会前の会長・幹事

ホームページも年度更新しました


