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東京日野ロータリークラブ 第２２２４回 週報

例会プログラム
（東京飛火野ＲＣとの合同例会）
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東京日野プロバスクラブ

会 長 篠原 昭雄 様

会長挨拶

藤林 良昭 会長 東京日野ＲＣ

渡邉 良勝 会長 東京飛火野ＲＣ

幹事報告

和田達也 幹事 東京日野ＲＣ

小島 明 幹事 東京飛火野ＲＣ

プロバスクラブ 協力金贈呈式

出席報告

出席委員会 横倉委員長

出席委員会 横倉委員長

ニコニコ報告

会員増強・親睦委員会 山下委員長

新世代奉仕委員会 松浦委員長

卓 話

ガバナー 片倉 章雄 様

会長挨拶 藤林 良昭 東京日野ＲＣ会長

本日の例会は、ガバナー公式訪問で

す。有意義な例会にしたいと思います。

本日は朝９時から、ガバナーほか皆様

と護摩修行を行いました。川澄御前もい

ろいろお気遣いしてくださいました。

ロータリアンの職業宣言をご紹介します。

1） すべての行動と活動において、高潔性という中核的価値観を

模範を示すこと。

2） 職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと。

3） 高い倫理基準を奨励し、助長しながら個人的活動および事業

と専門職における活動のすべてを倫理的に行うこと。

4） 他者との取引のすべてにおいて公正に務め、同じ人間としての

尊重の念をもって接すること。

5） 社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を推進す

ること。

6） 若い人々に機会を開き、他者の特別なニーズに応え、地域社

会の生活の質を高めるために、自らの職業的才能を捧げるこ

と。

7） ロータリーおよびロータリアンから託される信頼を大切にし、ロ

ータリーやロータリアンの評判を落としたり、不利になるようなこ

とはしないこと。

8） 事業または専門職上の関係において、普通には得られない便

宜ないし特典を、同輩ロータリアンに求めないこと。

会長挨拶 渡邉 良勝 東京飛火野ＲＣ会長

東京iシティＲＣのチャーターナイトに

参加してきました。ｉシティーＲＣは、夜

に例会を行い、食事はありません。

ごみゼロ収穫祭に参加してきました。

高幡不動尊の万燈会に参加する予

定です。
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ニコニコ報告

本日のニコニコ １０名 35,000円

累計 376,500円 （予算達成 37.7%）

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

藤林良昭 君 片倉ガバナー、井上ガバ

ナー補佐、中野地区幹事、木目田グルー

プ幹事、ご来訪お待ちしておりました。あ

りがとうございます。

和田達也 君 国際ロータリー第２７５０地

区、片倉ガバナー、中野地区幹事、井上

ガバナー補佐、木目田グループ幹事、よ

うこそお越し下さいました。

福井長行 君 ｽﾍﾟｼｬﾙ 大変御無沙汰して

ます。今日は片倉ガバナー様、歓迎の記

しにニコニコです。

清水博雅 君 ｽﾍﾟｼｬﾙ 日野・飛火野の合

同例会に片倉ガバナーをお迎えしての記

念すべき例会に、デタラメナ指揮しか出

来ない私にソングリーダーをご指名いた

だき、大変はずかしく、本来ならお断りす

べきところですが、８５歳の年齢に免じて

いただき、ガバナー訪問をお祝いするとと

もに日野・飛火野ＲＣの更なる発展を祈念

して。

小倉裕美 君 片倉ガバナー、ようこそいら

しゃいました。

山下雅弘 君 カゼ、何とか治りました。ガ

バナーにうつらないように気をつけます！

谷井正剛 君 片倉ガバナー、公式訪問よ

うこそいらっしゃいました！

成田恭隆 君 片倉ガバナー、ようこそ日野

クラブへ

森岡弘通 君 片倉ガバナー、遠く多摩ま

で朝早くからお越しいただきありがとうござ

います。これからもますますご活躍下さる

ようお祈りいたします。

山口徹雄 君 テニスの錦織選手、スイス室

内、祝準優勝。

幹事報告 和田 達也 東京日野ＲＣ幹事

片倉ガバナーはじめ地区役員の皆様、本日はご来訪ありがとうござい

ます。東京日野プロバスクラブ篠原会長、ようこそお越しくださいました。

米山梅吉記念館から100円募金のお願いが来ておりますので、理事会にて審■

議して皆様に発表します。

先日卓話をして下さった地区財団委員会の鈴木委員長よりロータリー財団を■

解説したパワーポイントの資料を収録したＣＤが届いております。おそらく先日

の卓話の際に上映したスライドかと思われます。

ポリオ撲滅チャリティーコンサートご協力のお願いが届いております。コンサー■

トは12月13日（火）13時 新宿の東京ヒルトンホテルにて開催されます。

東京広尾ロータリークラブより事務局移転のお知らせが届いております。■

例会変更のお知らせです。以下クラブ名だけ申し上げます。東京八王子ＲＣ、■

東京八王子西ＲＣ、東京八王子南ＲＣ

年次大会でのガバナーナイトのチラシを皆様のメールボックスに入れておきま■

した。

プロバスクラブへの協力金贈呈式

本日は、両クラブの合同例会おめでとうございま

す。多大な支援をありがとうございます。

プロバスクラブはちょうど１年前に両クラブの支援の

もとに開設されました。会員は当初の２６名から今は２

９名になっています。活動は充実しており出席率は高

く、皆さん例会を楽しみにしています。９月に創立１周年行事を行いまし

た。参加いただいた両クラブ役員の方々に感謝申し上げます。

出席報告 東京日野ＲＣ

出席委員会 横倉 利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ なし

MU 前回・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） (うち免除者数)

本日 34 26 0
6 81.25%

2011.11.09 (7) (5) (0)

前回訂正 34 18 5+0
6 79.31%

2011.11.02 (7) (2) (0+0)

前々回訂正 34 25 0+0+0
7 78.13%

2011.10.26 (7) (5) (0+0+0)

東京飛火野ＲＣ （詳細は、割愛させていただきました。）

幹事報告 出席報告 ニコニコ紹介
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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

卓話 国際ロータリー第２７５０地区 片倉 章雄 ガバナー

はじめに

日野ＲＣの森岡さん

には我が２７５０地区の

青少年交換委員会委

員を、飛火野ＲＣからも

委員を出していただい

ております。ご協力あり

がとうございます。

この例会前に、両クラブからご説明をいただきました。日野ＲＣのブリティッシュヒ

ルズ国内留学や、飛火野ＲＣのホタルの里など、すばらしい活動だと思いました。

両クラブとも会員同士の仲が良く、良い雰囲気を感じます。ただ、会員数は少な

いので、計画的に増強活動を進めていただきたいと思います。

復興支援活動に関して

東日本大震災に関し、あらためてお見舞い申し上げます。

当震災に関連して、皆様からは多大な義援金の協力をいただいております。義

援金の使途については、震災孤児の育英資金という考え方もありましたが、現地の

クラブがままならない状況にあることや、今すぐの支援をすべきという考え方もあり、

２７５０地区では、ガバナー会から戻してもらった資金を復興支援地区委員会で運

用管理し、各クラブに有効に活用してもらうことになりました。

１０月８日から９日に、被災地を視察してきました。塩釜では８０ｃｍの地盤沈下が

あって海水がまだ溜まっているなど悲惨な状況が続いています。一方で、ボランテ

ィア活動をしていた高校生達が元気な挨拶をしてくれて嬉しかったです。

今年度の活動

カルヤン・パネルジーＲＩ会長は慈愛に満ちた方です。提唱されている家族・継

続・変化のキイワード。家族が人の根底にあることは震災でも再認識しました。

当地区では、地区強調事項として、①クラブにおける長期計画の立案と推進、②

職業奉仕の理念を基盤として五大奉仕活動の推進を掲げています。また、重点目

標を、①会員基盤の強化（各クラブ１名以上の純増等）、②ロータリー財団への支

援、③（財）ロータリー米山記念奨学会への支援としています。

日本人ＲＩ会長について

来年度、八潮ＲＣの田中作次さんが、日本人として３人目のＲＩ会長になられま

す。みんなで支えていきましょう。本日はありがとうございました。

※最初のＲＩ会長 東ヶ崎 潔 氏 東京ＲＣ 1968－69年度

２人目のＲＩ会長 向笠 廣次 氏 中津ＲＣ 1982－83年度

Ｐｈｏｔｏ 紹介

川澄御前がご案内

記念撮影

ガバナーとの協議

例会開始１０分前

にぎやかな合同例会

葵（土方会員）


