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2015年 1月20日（火） 第1235回
■司
会 ロータリー財団委員会 栗山 博委員長
■開会点鐘 会長 渡邊良勝
■会長報告 会長 渡邊良勝
1.13日の水野さん壮行会御苦労さまでした。
無事終了できました。多くの会員に出席いただ
きおかげさまで盛大に挙行できました。
ありがとうございました。
2.スプリングフェスひの 日程：3月28〈土〉〜29日〈日〉
コーヒー無料サービス実施予定。実行委員会がありました。
3.1/15AED贈呈完了。
4.今後のスケジュール。
地区から、水野年度の行事に飛火野RCより要員派遣の要
請がきています。辰野ガバナーの時、会場・形体は異なり
ますが東京西RCは20人程派遣したそうです。クラブで対
応できるか、日野RCに依頼するか熟議を要する所です。
a.2/13地区チーム研修 於：ハイアットリ−ジェンシー
13：30〜18：30懇親会あり
b.PETS 〈3/26〜27〉 於：ハイアットリ−ジェンシー
c.地区協議会 4/27 9：00〜18：00 於：ハイアット
リ−ジェンシー
d.第一回会長幹事会 1/17 於：ハイアットリ−ジェンシー
5.坂本年度地区大会初日は登録開始12：00。2日目登録
開始8：30
6.日野商工会賀詞交換会〈1/9〉
消防4団体賀詞交換会〈1/19〉 2/21〈土〉日野ライ
オンズクラブ50周年記念式典
※●地区大会用事務局員採用について、理事会できめる
が、本人に経験させるにはもう決めたい。
●経費節減の為食事メニューを考慮します。
●水野年度は登録料だけでも支出が増加する見込み。
1万円積立て了承済みの件。
●日野ソロプチミストゴルフコンペ 4/13〈月〉於：府
中カントリークラブ
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.ロータリー財団ニュース。ポリオプラス、ポリオの発症
症例、カードの促進、フェローシップの受付、補助金申
請、大口寄付者等が掲載されてます。
2.中澤会員奥様から結婚祝に礼状。
3.函館五稜郭RCより会報が届きましたので回覧します。
4.2/10の例会は日野RC事務所。
5.2月17日(1238回)は八王子東RC合同例会 於：八王

通常例会 於：クラブ事務局

子ホテルニューグランド
6.2月24〜25日(1239回)は地区大会
■出席報告
出席委員会 馬場弘融副委員長
■月例記念品贈呈 親睦委員会 星野幸夫副委員長
■皆出席者記念品贈呈について 出席委員会 安西
清委員長
活動計画で上期・下期で皆出席者に記念品を贈る予定で
したが、財政難で期末に年間を通して贈ります。
■反省会 司会 幹事 朝倉邦雄
壮行会には坂本ガバナー、舟木いさ子氏・佐久間崇源氏
を初めとして歴代のパストガバナー、コーディネーター、
役員、ガバナー補佐、多摩南グループの役員、日野RCの
役員等たくさんのお客様を迎え、激励の挨拶を頂いた。
水野さんをサンディゴに送り出し、研修会が実り多きも
のになり無事帰国される事を願って行なわれた激励会
「水野ガバナーエレクト壮行会」が1月13日ハイアットリ
−ジェンシーで盛大に開催されました。
この結果を顧みて、本日はよかった点、反省すべき点を出
し合い、来るべき水野年度を迎えるに当り、輩出クラブ
として今後いろいろと活かしていくため前向きな話し合
いができればと思います。
♦会員意見
司会の朝倉幹事が指名して本田会員が、大変お疲れ様で
した。水野さんを激励する素晴らしい会になりました。
と発言があり、渡邊会長が「忌憚のないご意見・感想を
お出し頂きたい。」と発言、その後多くの会員から次のよ
うな意見が出された。
▲谷会員の司会が良かった。▲馬場会員の挨拶が良かっ
たので後続がやりにくかったという評判でした。▲会場
にバンドが入り楽しかった。▲水野さんが研修会に出席
する門出に相応しい場となったと思いました。▲会場誘
導案内は不要だったかもしれません。▲バンドの演奏時
間しっかり調整できました。▲出席された皆さんが印象
に残るような会になったのではないか。▲水野さんにお
土産で負担を掛けてしまったが良かったのか。▲多少の
手違いが合ったが水野会員の人格が称えられ、当クラブ
の運営が良かったと認められるような意見を頂戴した。
■閉会点鐘

会長

渡邉良勝

1月「ロータリー理解推進月間」
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ニコニコメッセージ
渡邉良勝さん・・水野さんの壮行会が無事に終わりホットしています。
但し、スタートしたと云う事であり、クラブとしてもこれからです。
朝倉邦雄さん・・新築の家なのですが、いろいろと不具合がでてきまして・・・
馬場弘融さん・・水野さんの壮行会ご苦労様でした。合わせて地区大
会もよろしく頼みます。
本田 誠さん・・①誕生祝をいただきましたので！！②12/21に初孫が
生まれました。男の子で瑛寿（えいじゅ）と名付けられました。
平 良信さん・・この時期はいつも女房と口ゲンカが増えます。確定申
告申請の為です。税金の無い世の中になれば夫婦ゲンカも
無くなるのでは・・。
河野和正さん・・2015年1月も中ごろになりました。寒い日が続きます
ので風邪をひかないように！
藤野益夫さん・・今日は大寒で寒さが一層厳しくなります。空気も乾燥
しています。健康に留意しましょう。水野さんの研修会無事
に終わるよう、そして帰路の安全を祈ります。
早川忠男さん・・職業奉仕の為にお先に失礼します。
飯森誠之さん・・裏日本は雪がすごいですが、東京は降らないので助
かってます。このまま３月１５日迄降雪がない事を祈っています。
平吹正義さん・・水野さんの壮行会無事終り、なによりでした。
大塚洋晃さん・・1年ぶりの事務所での例会、１年が早いですね。
生沼通男さん・・１年ぶりの事務所での例会です。今年もよろしく。
濱田宣郎さん・・水野功GE国際協議会壮行会では谷和彦会員の司会
のもと円滑に進められ、ジャズのアトラクションも加わり盛
会裡に終了致しました。水野GEに私共の壮行の意が伝えられ

たら幸いです。ご活躍のほどを。
星野幸夫さん・・水野さんの壮行会は盛況でした。今頃どうしているん
でしょう。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1235回 28
第1233回

28

本日37,000円

累計776,760円
本年度目標額1,200,000円 達成率64.7％
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夜間例会 於：浜寿司本店

■司会 SAA委員会 平吹正義委員長
■開会点鐘 会長 渡邉良勝
■会長報告 会長 渡邉良勝
1.1月21日(水）地区米山委員会議出席寄付目標1人
20,000円と提起された。当クラブは1人年間8,000円を寄付し、
その他会員の善意を頂いてる。他クラブの取組の一例で寄付金
用集金袋をMBに入れ寄付するとなくなるようにしている。
2.1月27日（火）地区会長幹事会が開かれました。
a.次年度の「MOU」を締結して下さい。締結しないと補助金
が貰えません。
b.5月11日（月）ポリオチャリティゴルフコンペ 於：読売C.C.
c.米山寄付振込は1月30日までの受付分は表彰の対象になり
ます。
3.2月13日（火）地区チーム研修セミナー開催。この研修を含
む3大研修等への協力をお願いします。各研修等への協力の内
様はクラブのSAと同様に会場設営・案内の手伝いです。アン
ケートしますがダブラないようご協力力ください。
4.2月3日（火）は休会、2月10日（火）の卓話講師は小髙さん
にお願いしました。

3.4月1日は日野RCと合同例会。担当日野RC.
■閉会点鐘 会長 渡邉良勝

■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.2月24〜25日は地区大会、25日は8：30登録開始 グランド
プリンスホテル新高輪パミール館 23日はRI関係者地区役員の
昼食会があります。2月3日打ち合わせ後に詳細は報告します。
2.5月20日日野RCと合同例会。夕方から高幡不動尊客殿。講師は
IMのコーディネーター川北秀人さんで講演料50,000円は折半。

出席報告 総数
第1236回 28

1237回 移動例会
2月10日 12：30
飛火野事務所

司会：中澤会員
卓話：小髙俊明

85.7％

※今週のメークアップ 黒川さん 藤野さん 水野さん 小島さん
志野さん 小髙さん
※先々週の後メークアップ なし

2015年 1月27日（火） 第1236回

2月3日 休会

出席率
85.7％

●懇談会
司会の平吹委員長の挨拶で始まった懇親会は、雪山やスキー
場での遭難、日本海側の記録的な大雪、過激組織「イスラム
国」の残虐非道な蛮行、米国東部マサチューセッツ州で猛烈な
雪、開会された国会での論戦、テニス全豪オープンでの錦織選
手の活躍、サッカーアジア・カップ等の話題で定刻まで話が弾
み親睦を深めました。
♦トピックス♦
1.1月17〜18日大学センター試験が行なわれました。
2.1月19日テニス全豪オープン開幕。2日目登場の錦織選手初
戦ストレートで突破。順調に勝ち進みベスト8。
3.1月20日イスラム過激組織「イスラム国」を名乗るグループ
が、インターネット上で日本人人質殺害。その後も次々と条件
が提示される。
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第1234回

28

本日10,000円

累計786,760円

本年度目標額1,200,000円 達成率65.6％
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出席率
85.7％
82.1％

※今週のメークアップ 黒川さん 水野さん 大塚さん 小島さん
※先々週の後メークアップ なし

1238回 移動合同夜間例会
2月17日 18：00

八王子ホテルニューグランド
八王子東RC合同夜間例会
担当：八王子東RC

1239回 移動例会
2月24日〜25日 9：00
グランドプリンスホテル新高輪
国際館パミール3階
地区大会

事務局：東京都日野市神明4-22-13スペースブロンコ1F 〒191-0016 TEL 042-583-6434 FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
会 長：渡邉 良勝
幹 事：朝倉 邦雄
副会長：小島 明
クラブ広報委員会委員長：河野 和正

