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例会プログラム

司会

土方 淳

例会進行委員長

開会点鐘

藤林 良昭 会長

ロータリーソング

ソングリーダー

熊井 治孝 君

『君が代』

『奉仕の理想』

四つのテスト

ヴィジター・ゲスト紹介（奨学金贈呈）

米山奨学生 ナイ・ウィン君

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

委員会等報告

会員増強・親睦委員会 松浦委員

出席委員会 横倉委員長

職業奉仕委員会 森岡委員長

年次総会 議長 藤林会長

会員増強の時間

会員増強・親睦委員会 山下委員長

食事 日野寿司（和田一男会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

早いもので１２月になりました。

１２月１日のＩＭ。ご参加ありがとうございました。

内容の濃い会合でした。塩釜ＲＣの桑原茂氏によ

る基調講演では、地域産業の立て直しが大切な

こと、ＲＣの奉仕は被災地の方々のニーズに応え

るものであるべきこと、被災後の奉仕活動が新た

な入会につながった例があること等が印象に残りました。

１２月３日の川澄大僧正の出版記念会。当会からは１３名が出席し

てくださいました。ありがとうございました。

本日の理事会で、木庭会員と川俣会員の退会を承認いたしまし

た。ただ、川俣会員には、あらためて慰留していくことといたします。

幹事報告 和田 達也 幹事

本日の理事会での決定事項のうちいくつかをご報告します。■

・ 米山梅吉記念館から100円募金のお願いが来ておりますが、お

もいやり予算より会員一人当たり100円募金をします。

・ ＩＣＵ東ヶ崎記念ダイアログハウスの募金のお願いが来ておりま

すが、当クラブでは思いやり予算より３万円募金します。

・ タイ洪水に対する義捐金を思いやり予算より会員1人あたり1000

円を拠出します。

・ 来年2月23日に地区大会がありますが、友愛の広場へは展示を

致しません。

ガバナーノミニー確定宣言が届きました。東京成城新ロータリーク■

ラブの小粥定美さんがＲＩ2750地区2014-15年ガバナーに就任する

ガバナーノミニーとして確定されました。

ソロプチミスト絆プロジェクト 田川寿美チャリティーディナーショー■

のご案内を回覧し

ます。

第31回インターア■

クト年次大会の報

告書を回覧しま

す。
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月例祝賀（１２月）

山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

入会記念日

松田忠泰君（S51） 谷井正剛君（H8）

和田達也君（H19） 山村俼偀君（H21）

小峯敏夫君（H22）

誕生日

川俣 貞君（12/1） 田中一吉君（12/5）

仲谷政毅君（12/5） 杉田純一君（12/9）

後藤一郎君（12/18） 野村圭伊君（12/18）

成田恭隆君（12/30）

結婚記念日

杉田純一君（12/1） 清水博雅君（12/2）

夫人夫君誕生日

成田恭隆君（美恵子さん 12/12）

土方淳君（佳子さん 12/15）

ニコニコ
本日のニコニコ ５名 17,000円

累計 415,500円 （予算達成 41.6%）

報告 松浦 信平 会員増強・親睦委員

藤林良昭 君 本年度も６ヶ月目を迎えること

ができました。

和田達也 君 先行抽選で落選し、一般抽選

でも落選した来年の東京マラソン。最後のチ

ャンス、２次抽選にて執念の当選をもぎとりま

した。しばらくの間、走り込みますので、ゴル

フ・飲み会には誘わないでください。誘われ

たら行っちゃいますので！

熊井治孝 君 今年も残り少なくなりました。無

事に年を越せそうです。来年もどうぞよろしく

お願い申し上げます。

西山尚之 君 ○大 不養生で御前様のパー

ティーを欠席してしまい、申し訳ありませんで

した。

成田恭隆 君 ○大 昨年より始めました乳癌

検診が好評を得ました。私のアイディアが見

事的中しました。

委員会報告など

出席委員会 横倉 利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ

井村廣巳君 山村俼偀君 飯作金彦君

MU 前回・前々回のメークアップ

小峯敏夫君（前回） 小宮延雄君（前回）

土方淳君（前回）

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 32 22 3
5 83.33%

2011.12.07 (6) (3) (1)

前回訂正 34 12 8+3
4 82.14%

2011.12.01 (7) (1) (0+0)

前々回訂正 34 23 1+1+0
6 80.65%

2011.11.16 (7) (4) (0+0+0)

『ロータリーの友』１２月号を読む

森岡 弘通 職業奉仕委員長

今月号も読みごたえがあります。その一部を

ご紹介します。

□１ １２月が「家族月間」ということもあり、ロータリアンの御家族の楽し

げな写真や同じ親族内のロータリアンズの紹介記事が数多く載せ

られています。ひとつひとつにきっと素晴らしいドラマが隠されてい

るのでしょう。３１歳の年齢差でのご結婚の投稿もあります。

□２ 今月号から「同論異論」という、ロータリーの直面する様々な課題

に関して広くロータリアンの意見を述べ合うコーナーが新設されて

います。第１回目のテーマは「東日本大震災に際して自粛すべき

か否か」と「会員増強は必要か否か」です。（横組31～33頁）

□３ そして今月号でも「言いたい・聞きたい」「友愛の広場」「ロータリ

ーネットワーク」（縦組14～32

頁）は、個々のロータリアンやク

ラブの生の声が満載されていて

楽しく読めますが、楽しいだけ

でなく、日野ＲＣの現状改善に

参考となる記事もありました。皆

さんも是非探してみてください。

□４ 最後は「表紙のメッセージ」

（縦組33頁）です。まず表紙の写

真をみて、メッセージを読んでくだ

さい。「えっ、本当かよ！」とびっく

りなさると思います。
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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

年次総会 議長 藤林良昭会長

藤林会長が議長を務め、指名委員会により告示さ

れていた次年度（2012-13）の理事・役員候補者につ

いて審議しました。その結果、原案通り拍手で承認

され、次年度理事・役員が選出されました。

会員増強の時間 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

「現在、８人に入会の勧誘をしています。即入会とは、なかなかな

りません。もうひと頑張りします。みんなで例会に誘いましょう。」

「昨年から今年にかけて３人にあたっています。やはり、数多くあた

ることが大切だと思っています。

「勧誘以前に、人との出会いを大切にしています。そのなかで、こ

の人は！という人に声をかけています。機が熟するのを待ちつ

つ。プロバスクラブには３人の女性を紹介しました。」

「仕事、ボランティア活動、交友関係などのなかで、これだと思ったら声をかけることをみんなで

やっていきましょう。プロバスに流れてしまっている面もあります。」

「アプローチしても断られることが多く… 何回でもトライしなければダメだと反省しています。」

「○○建設の方。仕事の関係で入会を絶対に断れないだろう、と思っています。」

「多摩市のＲＣからの誘いはずっと断ってきたので、何で断ってきたのだろう？ 何で日野ＲＣ

には入ったのだろう？と思います。食事会というイメージが強かったのですが、実際はそうで

はなかった。いま稲城に誘っている方がいます。」

「入会１年のお祝いをありがとうございました。出席の努力をしていきます。お互いに誘ってい

る人を教え合って、複数のルートからアプローチできたら。また、楽しい企画をして誘っても

良いと思います。」

「先日、新人研修に行ってきましたが、会員増強の話がずいぶん出ていました。そのなかで

『自分に魅力があれば人はついてくるのではないか』という意見がありました。自分を磨きつ

つ、努力していきます。」

「ＲＣの何を訴えると、人が来るのだろうか？ 人に学ぶことができる。会社を潰さない方法を職

業奉仕で学べるはずだが、職業人にＲＣは魅力があるのか疑問になってきている。奉仕奉仕

というが、それほどゆとりはない。お金をだすだけが奉仕ではない。増強活動に関しては、プ

ロバスから支援を受けられるのではないだろうか。」

山下委員 「皆様、ご意見をありがとうございました。組織的に増強活動を展開していきたいと

思います。」

月例祝賀

全員で記念撮影

ナイ・ウイン君

奨学金の贈呈

会長エレクトの挨拶


