
【 幹事報告 】 松浦 信平 幹事

・インターシティーミーティング（11/22）のリーフレットと交通

案内を配布します。

・先週入会式を執り行った小林雄太会員の所属委員会は親睦委員会です。

・最新の会員名簿をメールボックスに配布しました。

・水野功ガバナーエレクト国際協議会出席壮行会（1/13）に、現年度と次年度の

会長、幹事、井村会員、山口会員、野村会員、藤林会員が出席します。

・来年 3 月 16 日から 18 日に予定される都立山崎高校のインターンシップについ

て、当クラブで 2～5名を受け入れてほしいとの要請が来ています。

・プロバスクラブの菊地昭雄様よりお預かりしたヘルシィエイジング学会主催

「おとなの食育」講演会（11/29）の案内を配布します。

・来年 6/6～9 にブラジル・サンパウロで開催予定の国際大会の案内が来ています。

・東京多摩RCチャーターメンバーの由井重光様(10/17ご逝去)のお別れ会(11/27)

の案内が来ています。

・東京日野ライオンズクラブ結成 50 周年記念コンサートチケットの購入につい

て、お礼状が来ています。

・ガバナー月信１１月号、財団室ニュース、ヘルシィエイジング学会ニュースを

回覧します。
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『卓話：私の入会したころ』 熊井 治孝 会員

【 会長挨拶 】 成田 恭隆 会長

先週の理事会に於いて、クラブ奉仕部門のクラブ強化委員会の

中に、会員増強特別部会を置き、理事会満場一致で飯作さんに部

会長に就任頂くことになりました。委員会報告に於いてご説明があると思います。

やはり数は力なりと申します。会員が増えることは、職業分類の点からも、多

くの職種の方が入会されるとクラブの活性化と知見が豊富になりますので、皆様

に是非ご協力を頂き、クラブをあげて会員増強をし、目標を達成するようご協力

をお願い致します。

≪例会プログラム≫

【司会】
土方 淳 例会向上委員長

【開会点鐘】
成田 恭隆 会長

【ロータリーソング】
ソングリーダー

横倉 利夫 君

『我等の生業』

【ビジター・ゲスト紹介】
国際ロータリー第 2750 地区

ガバナーエレクト

水野 功 様

国際ロータリー第 2750 地区

2015‐2016 年度

地区大会実行委員会

委員長 馬場 弘融 様

国際ロータリー第 2750 地区

2015‐2016 年度 地区副幹事

地区大会担当 渡邉 良勝 様
東京日野ローターアクトクラブ

会長 田嶋 諒一 様

都立第 5 商業高等学校

（インターンシップ）

小林 雅 様

恒本 美里 様

【ニコニコ報告】
松田 忠泰 委員

【出席報告】
福田 多恵子 委員長

【委員会報告】
創立 50 周年実行委員会

ＩＭ実行委員会

【卓話】
熊井 治孝 会員

【挨拶】 国際ロータリー第 2750 地区 ガバナーエレクト 水野 功 様

2016 年 2 月 23 日、24日に地区大会を行います。

ぜひ皆様のご協力をお願いします。

【創立 50 周年実行委員会】 松浦 信平 委員

10 月 15 日の例会で、50 周年特別事業の企画書の提出をお願い

しております。12 月 17 日のクリスマス忘年会の日が締切日です。

よろしくお願いします。



【 ニコニコ報告 】 松田 忠泰 委員

本日のニコニコ： 25,500 円／累計 436,530 円

ビジターフィー： 8,000 円／累計 38,000 円

東京飛火野ロータリークラブ 水野功 様、馬場弘融 様、渡邉良勝 様（大ニコニコを頂きました。）

成田 恭隆 君 ガバナーエレクト水野功様、2015‐2016 地区大会実行委員長 馬場弘融様、

2015‐2016 地区副幹事 渡邉良勝様、ようこそ日野ロータリークラブへ。

熊井先生の卓話楽しみにしています。

松浦 信平 君 水野ガバナーエレクトをはじめ飛火野ＲＣの皆様、ようこそお越し下さいました。

熊井 治孝 君 飛火野クラブの皆様、ようこそおいで下さいました。本日は卓話で私の入会したころの

情況を話したいと思います。よろしくお願い致します。

藤林 良昭 君 今日は午前 9 時から 2 時間、孫の行っている帝京大高等学校講堂で、アメリカ・フロリ

ダジンソン宇宙センターから来日したジョンさんの宇宙の話を聞いてきました。

山口 徹雄 君 先週土曜日のアクト例会で小倉さんが卓話されました。学生時代の起業の話など、

アクトの面々にとって、とても有意義な話でした。

小宮 延雄 君 11 月 8 日に長男が結婚式をしました。

松田 忠泰 君 水野さん、うちの井村をじゃんじゃん使って一人前に育てて下さい。

山下 雅弘 君 今日もインターンシップの学生をお願いします。そして…ネクタイを忘れました。

※『一服も奉仕でごザル』からもニコニコをいただいております。

【卓話：私の入会したころ】 熊井 治孝 会員

私が入会したのは、平成 3 年 3 月 6 日です。本田会長、秋間幹事の時です。翌月の 25 周年事業を

控え、幹事は大変そうでした。ロータリーに入会する前は、上流階級のスペシャルステータスと考え

身分不相応だと断っていましたが、何度も誘われ根負けし、入会することになったのです。

ロータリーとは、異業種の人々と交流ができ、会員それぞれは平等、例会は人生道場だと教えられ、また、義

務としては会費を納めること、出席をすることとあっさり言われました。職業奉仕委員会に所属し、ロータリー

のことをいろいろ教えられました。ゴルフもロータリーに入り、始めました。入会した頃の社会情勢は、「湾岸戦

争」「雲仙普賢岳の噴火」「バブル崩壊」「宮澤内閣発足」などあった年でした。

翌年、ブラジルからの交換留学生のカウンセラーを任されました。彼女は立派な日本語を話す高校生でしたが、

性格は自由奔放でした。大いに振り回されましたが、今となっては思い出です。

ロータリーに入会して 23 年になりますが、時代と共に進歩しなければいけません。時には変革も必要だと考え

ております。

【 出席報告 】福田 多恵子 委員長

正会員総数 35 名(内、免除会員数 4 名)

出席会員総数 21 名（内、出席免除会員数 3 名）、事前ＭＵ4 名、合計 25名。

よって、出席率は 73.53％です。

来週こそ 80％以上の出席率を目指したいと思います。皆様よろしくお願いします。

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3

℡：042-594-3711 fax：042-593-0510

例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿

ＵＲＬ：http://www.hino-rotary.org

メール：info@hino-rotary.org

会 長：成田 恭隆

幹 事：松浦 信平

会報委員長：宮野 孝雄

会 報 委 員：森原 豊 山口 徹雄

奥野 誠也 井村 廣巳

熊井 治孝

【ＩＭ実行委員会】 山口 徹雄 委員

11 月 22 日（土）インターシティ・ミーティングが行われます。パンフレットと交通機関の

案内を入れておきました。午後 2 時 30分開会点鐘です。よろしくお願いします。


