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委員会活動報告Part.2 通常例会

■司 会 出席委員会 安西 清委員長
■開会点鐘 会長エレクト 小島 明
■ロータリーソング「それでこそロータリー」
今月の歌「茶摘」
ソングリーダー 朝倉邦雄幹事

●日野市青少年育成協議会

■親睦委員会

■クラブフォーラム

ニコニコ報告

藤野益夫委員長

ニコニコメッセージ報告（内容後記）
■出席報告

出席委員会

馬場弘融副委員長

報告内容（後記）
■会長報告 会長エレクト 小島 明
1.地区より今年度表彰一覧が来ております。当クラブは国際大
会推進功労賞ということです。ガバナーナイト登録者数が第3
位とのことです。
（会員２名＋家族２名）
2.ガバナーノミ二−大槻哲也様より2016-17年度地区役員とし
て、渡邊良勝会員に地区幹事の就任依頼が来ておりますので
クラブとして承認致します。
3.今年度ガバナー坂本俊雄様、地区代表幹事榎本又郎様より
会長・幹事・会員の皆様に「一年間ご苦労さま」と感謝の文書
がきております。
■幹事報告 幹事 邦雄
1.6/16（火）15：00〜第４回地区リーダー及びクラブ会長・幹
事合同会議。於；ホテルオークラ東京
2.6/19（金）14：00〜2015-16地区財団セミナー 於：目黒雅
叙園 小島会長エレクト 朝倉幹事 大塚次年度財団委員長
出席。次年度夢ふうせんバーベキュープログラムに補助金申請
し承認されています。
3.6/21（日）コスモスアベニュー種蒔き。於：浅川スポーツ公園
本田会員 朝倉幹事参加 7・8・9月草取りを行ないますの
でご協力下さい。
4.6/30（火）夜間例会 会長幹事引継式 於：浜寿司本店18：00
5.水野ガバナーキックオフパーティ 於：ザ・プリンスパークタ
ワー東京 18：00〜
6.ポリオ撲滅チャリティコンサート 10/26（月）
7.谷会員の要請に応えるため、募金袋を回します。
■委員会報告
●社会を明るくする運動にについて 濱田宣郎会員
保護司会は「社会を明るくする運動」に取り組んでいます。日
野・多摩・稲城3市の保護司会会長を安西会員が務めていま
す。推進運動にご協力をお願いします。7月は運動の行事が行
なわれます。
★濱田会員の報告の後「社会を明るくする運動」は、戦後戦争
孤児が浮浪者になり、生活苦から犯罪に走った子もいた事か
ら始まった運動です。と説明がありました。

於：高幡不動尊客殿

届けよう

日野から元気を
谷 和彦会員
8つの中学の育成会が、届けよう 日野から元気を と9月23日
日野煉瓦ホールでチャリティコンサートを開きます。賛助金を
お願いします。
司会

幹事

朝倉邦雄

■委員会活動報告Part2
●出席委員会

安西

清委員長

出席 率向上を目指しメーキャップを奨 励しました。しかし、
メークアップも内容次第で出席率を求めるだけではいかがな
ものかと思います。皆出席者に記念品を送ります。出席機会は
1292回

出席数1094回

欠席数198回

出席率84.7％

メーキャップ数129回というデータが出ています。
●プログラム委員会 小髙俊明委員長
予算が削減された中で、会員に卓話をお願いする等して予算内
で基本方針に沿ったプログラムを実行しました。国境なき子供
たちの守谷さん、シェ−ルガスについて清水さん、大好きなドラ
エモンの別紙さん、米百俵海を渡るの竹元さん、水野ガバナー
エレクト。小島会員 小高会員 渡邊会長、谷会員、梅田会員
と多彩な陣容で充実した卓話を展開できました。ご協力に感謝
します。
●会員組織委員会 谷 和彦委員長
計画では奉仕活動参加、奉仕活動を広く社会に広報する、入会
候補者に機会を作る等、会員増強に多くの会員が取り組んで
いただましたが、具体的な増強に至りませんでした。会員増強
はクラブの喫緊の命題であり、今後もクラブのZ存続を図るた
め、財政を健全化させるために最重要課題です。引き続き今後
も取り組みたいと思います。
●ロータリー財団委員会 栗山 博委員長
私のように財団の理解が乏しい者が委員長に就きましたが。
朝倉幹事をはじめ皆さんのご協力で、前期に3つの目標をクリ
アできました。誇りに思っています。ガバナーより、年次寄附、
恒久基金、ポリオプラスのロータリー財団地区目標達成クラブ
の賞状を頂きました。
●奉仕プロジェクト委員会 幹事 朝倉邦雄
地域の行事に参加、社奉仕活動を継続的に皆様の協力で実行
できました。スプリングフェスタひの、夢ふうせんでのBBQ、
献血例会と例年とおり実施し存在感をPRできました。ホタル
の里での観賞会も毎年参加者が増えています。今年も観賞会
の後、懇親会で親睦を深めました。ご協力ありがとうございま
した。

6月「ロータリー親睦活動月間」
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●水野 功ガバナーエレクト
今年度活動の引継書を作って下さい。戦略計画に繋がって行
きます。この地区は会員数で日本一になるかも知れません。寄
附も過去最高です。東京RCが2020年に100周年を迎えます。
「ロータリーの友」にも投稿して下さい。町田サルビアRCが
会員増強で成果を揚げています。出席率も飛火野RCは84,7％
ですが更に上を目指して下さい。100％可能かについて以前増
島さんと話したことがりますが地区の出席率をあげたいです。
●会員増強について 濱田宣郎会員
現状を打破しないといけないと思う、町田サルビアのような策
を講じる事も大切です。
●会員増強について 小島 明会長エレクト
次年度3名の増強を掲げました。3年計画で40名にしたい。40
代50代の若い人に働きかけたい。
●まとめ 小島 明会長エレクト
先週今週と活動報告ありがとうございました。今年1年間の活
動を基盤にして、次年度も積極的に奉仕活動と水野ガバナー
サポートのクラブ奉仕を展開しましょう。
■閉会点鐘

会長エレクト

小島

明挨拶

藤野益夫さん・
・昨日は夏至でした。昼間が一番長いそうですが、
何と一日
の平均日照時間は東京で６月下旬は３時間だそうです。因みに
冬至の１２月下旬の平均日照時間は６時間だそうです。意外ですね。

活動報告part2で今期の活動にピリオドを打ち、
来週は会長幹事
引継式。渡邉会長・朝倉幹事ご苦労様でした。朝倉幹事には来期
も引続きよろしくお願いします。

ニコニコメッセージ
小島 明さん・
・今年度も本日を入れて２回。次年度も宜しくおくお願いします。
朝倉邦雄さん・
・いよいよ来週の夜間例会で2014-15年度も終わります。
何とか無事にこれたのも皆様のおかげです。
また2015-16年度
も宜しくお願いいたします。
水野 功さん・
・渡邉さん一日も早い回復を！もうすぐ新年度です。よろしく
お願い致します。早川さんのお父上のご逝去を心からお悔やみ
申し上げます。
馬場弘融さん・
・家内といっしょにトルコの旅を楽しんできましたので・
・
栗山 博さん・
・おかげ様で、
ロータリー財団地区重点目標を達成致しまし
た。感謝です。

2015年 6月30日（火） 第1256回

平吹正義さん・
・いよいよ水野年度。体調に気を付け、
頑張って下さい。
平 良信さん・
・キュウリの漬物を持参しました。裏の畑でとれたキュウリです。
大塚洋晃さん・
・渡邉会長、
朝倉幹事一年間ご苦労様でした。
星野幸夫さん・
・いよいよ６月も終わりになりました。渡邉会長・朝倉幹事、
早いけれど大変ご苦労様でした。
河野和正さん・
・本日は高幡のあじさい祭で駐車場が混んでいると思いま
したが、
うまく入れました。
６月に不幸のお知らせが四つ届きまし
た。残念です。
梅田俊幸さん・
・国会は９５日間の延長国会となりましたが、
市議会は無事
に？１７日に終了したしました。
安西 清さん・
・終わり良ければ全てよし。最後の高幡例会の司会ご協力
下さい。
生沼通男さん・
・境内のあじさいがきれいです。参道の七夕飾りもきれいです。
小髙俊明さん・
・あじさい祭、
本当に美しいですね。皆様どうぞご自愛下さい。

ニコニコBOX
出席報告 総数
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■幹事報告 前幹事 小髙俊明
朝倉幹事に代わり御挨拶申し上げます。皆さん1年間ご協力あり
がとうございました。次年度も幹事です。よろしくお願いします。
■会長幹事引継式
渡邉会長より小島会長エレクトに会長バッチが小島会長エレクト
より渡邉会長に記念品が贈られ、
朝倉幹事所用で欠席の為記念
品は後日贈呈します。水野ガバナー年度で地区関係のプログラム
も多々ありますのでこれまで以上によろしくご協力をお願いしま

92.39％

※今週のメークアップ 黒川さん 本田さん 渡邉さん
※先々週の後メークアップ なし

移動夜間例会 会長・幹事引継式

■司会
会場設営委員会 平吹正義委員長
■開会点鐘 会長 渡邉義勝
■会長報告 会長 渡邉義勝
皆さん1年間ご協力ありがとうございました。
1.サンパウロ国際大会出席、ガバナーナイト60名 6/16地区
会長・幹事打ち上げがあり幹事出席。
2.7/2水野Gキックオフ 於：ザプリンスパークタワー東京33F
開会予定17：30 この日はガバナー事務所で地区の会議が15：
00〜17：00まであります。
3.鹿島会員・飯森会員が6/30退会されます。鹿島会員は本日
手術です。飯森会員に記念品を贈呈します。
4.長谷川さんの入会を愉しみにしています。

6

於：浜寿司本店

す。と挨拶があり、
渡邉会長から改めて「お世話になりありがとう
ございました」と挨拶があり、
全員の拍手をもって引継式を終了。
■長谷川ご挨拶
本日はお招き頂きありがとうございました。月が代わり入会し
ます。よろしくお願いします。
■ニコニコ大賞発表
親睦委員会 藤野益夫委員長
2014.7.22安西会員 2014.11.11栗山会員 2015.3.27本田
会員 2015.5.12濱田会員のメッセージに大賞の記念品贈呈。
■閉会点鐘

会長

渡邉良勝

●慰労会
懇親会
SAA平吹委員長の司会挨拶で始まった懇親会で、次年度への
決意、心構え等が多くの会員から意見が出され全員で確認し
た。その後、熱戦を繰り広げるサッカー女子W杯の日本チーム
の活躍や憲法学者が違憲とした安保法案を通すため会期延長
した国会情勢。上場企業が軒並み好決算で高額配当に加え、
日産自動車のゴーン社長の10億円を超える役員報酬、オリック
ス元会長の宮内氏の役員報酬が54億を超えるなど高収入の
話題などで大変盛り上がり定刻まで親睦を深めました。

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

