2017年 7月4日
（火）第1352回 通常例会 理事会 活動計画発表Part1 於：高幡不動尊
■司会 会場設営委員会 小島 明委員長

h.クラブ事務所のコピー機の変更を行います。
（理事会で決定月額

■開会点鐘

が安くなる。）

会長 小高 俊明

2.第17回よさこい祭り開会式7月30日私が出席します。

■ビジター紹介 会長 小高 俊明
小島 馨様

3.青少年交換留学生ついては、日野RCと協力してやって行きます

東京日野ロータリークラブ会長

が、今後詳細は詰めて行きます。

田中くに子様 東京日野ロータリークラブ幹事

■幹事報告 前年度幹事 河野和正
栗山幹事体調思わしくなく本日欠席です。今年一年間よろしくお願
いします。理事会の決議・協議事項とご案内など報告します。
1.理事会決議・協議事項は会長が詳しく報告しましたので省略します。
2.6月30日吉崎会員より退会届提出されました.理事会で承認。
◆ー回覧物ー◆
■委嘱状 会長 小髙 俊明
ソングリーダー

本田 誠会員

保護司会だより、例会変更案内（八王子西・北・東RC）、気仙沼RC
渡邉良勝会員

朝倉邦雄会員

会計監査人 星野 幸夫会員

復興支援のお礼と50周年事業の案内、地区米山奨学生・米山学
友・ロータリアン夏の懇親パーティの案内、ガバナー事務所より、事

2750地区委嘱状 戦略企画委員長、諮問委員 水野 功会員

事務所の利用および職員の業務についてお知らせ。

■国歌 ロータリーソング「奉仕の理想」 「四つのテスト」

■委員会報告 前年度親睦委員会 本田 誠委員長

今月の歌「夏は来ぬ」 斉唱 ソングリーダー本田 誠会員

ニコニコ大賞

■ニコニコ報告 親睦委員会

平吹正義委員長

ニコニコメッセージ紹介

良信会員1*2月7日例会でのニコニコメッセー

ジに贈ります。
「英語の辞書をひきました。Trump(トランプ)と…切り札、奥の手

月例記念品贈呈 会員誕生日
■出席報告 出席委員会

平

守重 昌之委員長

報告 内容後記

なんて意味もあるそうです」
●小島 馨様 田中くに子様ご挨拶
今年度私小島と田中で1年間日野RCの会長幹事を務めます。ご支

■会長報告 会長 小髙 俊明

援のほどよろしく御願いします。交換留学生初めてです。勉強しな

皆様こんにちは、今年度東京飛火野ロータリークラブの会長を務め

がら支援したいと思います。事務局は二人体制でしたが，一名交替

させていただくことになりました小高俊明でございます。今日から

します。二人体制は代わりません。メーキャップ必要な方はいつで

来年６月末まで一生懸命務めさせていただきますので皆様のご指

も御待ちしております。

導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします。

★★★ークラブフォーラムー★★★

1.第一回理事会報告

2017-18年度活動計画発表Part.1 司会 前年度幹事 河野和正

a.吉崎 直司様退会の件、前年度理事会承認の下、一身上の都合で

■会長挨拶 第１３５２回例会

退会。

皆様こんにちは、今年度会長を務めさせていただくことになりまし

それに伴い、
守重昌之会員に理事に就任いただき、出席委員長をお

た。1年間どうぞよろしくお願いいたします。

願いした。

私は、2006年10月入会、ちょうど10年目を迎えました。ここまで来

b.３０周年事業について、８月１日の理事会で詳細を詰め、８月２２日

れたのも皆様が親切に優しく御指導下さったからに他なりません。

（火）のクラブ協議会のテーマ「30周年記念事業について」で協議。

東京飛火野Cの会長という大役は、私にとりまして身に余る光栄で

c.８月８日の八王子東ロータリークラブとの合同例会は、豆腐屋う

あると同時に大変身の引き締まる思いであります。本年度ＲＩ会長イ

かいで飛火野が担当。

アン・ライズリー氏のテーマは、
「ロータリー：変化をもたらす」です。

d.ガバナー公式訪問は、９月６日（水）東京日野ロータリー担当です。

テーマの図柄でもご覧頂けますように、タケノコのようにニョキニョ

e.会員増強について、全員で５名の増員をお願いいたします。

キといろいろな色の芽が伸びているように私は、感じ取ったのです

f.クラブ細則の見直し案は、前年度馬場会長から頂戴しております。

が、皆様はどのようにお感じになられたでしょうか？

８月の理事会で再度話し合いを行います。

RI会長は、
「ロータリアンとしての奉仕活動（行動）によって人々の

g.青少年交換留学生について、東京日野ロータリークラブと当クラ

生活に変化をもたらせると信じています。」また「ロータリーとは何

ブが折半で対応、当クラブは、渡邉様ご夫妻と谷様ご夫妻でご担当

か、何をするのか」ということを世界や地域社会に理解してもらうこ

いただくことになりましたが、会員全員のご協力があって、初めて成

と、そして、これまでよりも柔軟に「例会」
「活動」
「発展の方市法」

り立つもの皆様のご協力ををお願いいたします。

などをクラブ独自に決定していくことができると話されています。

今年度ＲＩ会長賞は、新しい多様性をもったロータリアンを1人でも

は常に出席率90％をめざします。随時、出席の大切さを理解しても

多く仲間としてロータリークラブに迎えること、地域社会に「人道

らうよう、会長・幹事の協力を得て委員会として努力する。

的奉仕」を重点目標として、平和の推進、疾病との戦い、水と衛生、

●プログラム委員会

母子の健康、教育の支援、地元経済の発展、環境保護、ポリオ撲滅
など、
「ロータリアンのみならず、広く一般の人々にも参加を呼びか

本田 誠委員長

基本方針として、会長方針に則り、親睦と友愛を礎とし、地域社会
を学習する卓話を提供，活動方針はロータリー月間テーマの卓話講

け、地域社会に変化をもたらしましょう」とのことであります。当ク

師依頼、会員の特技・趣味の卓話，地域社会に関わる卓話、新会員

ラブも、幅広く会員の増強に努めて行きたいと思っております。

だけでなく会員にイニシェションスピーチをお願いする。

本年度の私のテーマは、
「親睦と友愛を礎として、この日野の地域

●クラブ広報委員会 藤野益夫委員長

社会に奉仕・貢献して行こう。」

主だったプログラムを外に向かって、予め資料を配りメディアの取材

としました。我がRCは、この地域で、長年にわたり奉仕活動を続

を受け地域で報道してもらい。クラブの存在を印象づける。内にお

け。また、多くのメンバーは、RC以外でも地域に対し人的支援や経

いては例会・プログラム内容を週報で正確に伝える。広報委員会と

済的支援を個人個人で続けております。
「親睦」とは、お互いに親し

は週報を編集印刷でいいのか疑問を感じています。皆さんのお考

みあうこと、仲良くすること「友愛」とは、友人に対する親愛の情で

えを反映できればと思っています。

あるそうです。

●司会 会場設営委員会 小島 明委員長

「親睦」は現在、RCの理念を実現させる前提でも目的ではありま
せん。しかし、
「親睦」や「友愛」の精神がなければ何も実現するこ
とはかなわないのではないでしょうか、私が、当クラブに入会させ
ていただきましたのは、偶然、私が勤務するソニー生命の先輩社員
から、
そろそろ君の地元のRCに入会してもいいのではと言われ、飛
火野ロータリークラブを探して、連れて来てもらったのがきっかけで
した。当時RCがどのような事をする集まりであるかもわかりません
でしたし、日野について何もわからなかった自分が先輩に連れられ
て例会にお邪魔したのが入会のきっかけでした。
我クラブの先輩会員の皆さんは、とても親切に接して下さり何もわ
からなかった私に本当に良く教えてくださいました。あっという間
に古くからのメンバーのように扱っていただき本当に嬉しかったこ
とを昨日のことのように思い出します。その様な飛火野RCの文化
がなければ、たぶん私は、
すぐに退会していたと思います。
会長方針は、
「職業奉仕・社会奉仕を基礎として相互の信頼と自由
闊達な気風をもって常に真摯で品格を忘れず、喜んでこの地域に貢
献しよう。」です。本年度の目標としまして・炉辺会合や親睦会を活
発に開催、多くの新会員やご家族をお招きする。
・職業奉仕・社会
奉仕の実践、
４つのテストからも御理解いただけるように高い倫理
基準を持つことが職業奉仕・社会奉仕の向上や成功につながるこ
とは、自明でありロータリーの職業奉仕の哲学と実践方法を学ぶこ
と、会員一人一人の職業をもっと深く理解することにもつながると
思います。職業奉仕と社会奉仕は、社会を支え、ボランティアを支え
ています。
・仲間を増やそう！目標５名（全員で会員増強！）です。
最後になりますが、今年一年、
できる限り紙上にて、会長報告の際
に、私自身がロータリーについて学んだことや、興味を持った情報な
どを、２〜３分のお時間でお伝えしたいと思っております。
また、
「変化をもたらす。」というテーマにそって、何か一つ、日野市
民の皆様にプレゼントとなるような企画を飛火野Cからご提供で
きないか、会員の皆様のお知恵を頂戴できればと思っております。
どうぞこの一年、よろしくお願いいたします。
●会場設営委員会

小島 明委員長

基本方針、他の委員会と去力し手作りの例会の良さ、楽しい例会を
心がけたい。活動 計画はおもてなしの心で 喫 煙 者に配 慮、ビジ
ター・ゲストの応対を迅速丁寧に、起立して点鐘、司会は全会員、座
席を固定化しないよう考慮、
「今月の歌」SAA選曲します。
●出席委員会 守重昌之委員長
基本方針として、RCはまず、出席をと声高に呼掛けます。活動計画

●閉会点鐘 会長 小高 俊明
■ニコニコメッセージ
小髙俊明さん・・本日から来年６月末まで会長を務めさせていただきます。会員の
皆様のご指導ご 鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。また、本日は東京日野
ロータリークラブ小島会長様、田中幹事様ようこそお越し下さいました。今年度
どうぞよろしくお願いいたします。
栗山 博さん・・小髙会長をはじめ皆様のご活躍をお祈り申し上げます。体調不
良のため、出席できず残念です。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんがよろし
くお願いいたします。また、家内の誕生日祝いを有り難うございました。
河野和正さん・・先月に幹事が終わりホットしておりましたが栗山さん欠席で幹
事席へ。小髙・栗山丸の出航おめでとうございます。小島会長・田中幹事ようこそ
いらっしゃいました。
大塚洋晃さん・・小髙会長・栗山幹事一年間宜しくお願いします。
渡邉良勝さん・・小髙会長・栗山幹事、今年１年宜しくお願い致します。
濱田宣郎さん・・愈々 小髙・栗山丸 の輝かしい船出を心よりお祝い致します。ま
た、馬場さん・河野さんには一年間会長・幹事として大変お疲れ様でした。
中澤 洋さん・・小髙さん・栗山さん、一年間よろしくお願い致します。お体にきを
つけて。
藤野益夫さん・・日野RC小島会長・田中幹事ようこそ。今年度どうぞよろしく。馬
場・河野丸１年間ご苦労様でした。小髙・栗山年度の活躍に心から期待します。く
れぐれも健康に留意してください。
星野幸夫さん・・小髙会長・栗山幹事殿、
１年間宜しくお願いします。
平 良信さん・・会計を担当します。一年間よろしくお願い致します。
小島 明さん・・新年度を迎え、小髙・栗山コンビの活躍を心より念じて・・・
早川忠男さん・・小髙丸の出船を・・・
馬場弘融さん・・小髙・栗山年度のスタートを祝って！
安西 清さん・・新しい年度が始まりました。和をもって一年間が過ぎますように。
本田 誠さん・・新年度のスタートです。
生沼通男さん・・馬場さん・河野さん１年間お世話になりました。小髙さん・栗山さ
ん、これから１年よろしくお願い致します。
平吹正義さん‥小髙・栗山丸の門出を祝して。馬場会長・河野幹事一年間ご苦労
様でした。小島会長・田中幹事ようこそ。一年間よろしくお願いいたします。

出席報告 総数
第1352回 27
第1350回

28

ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
21
2
4
85.19％
17

8

0

本日 66,000円

3

89.28％

累計66,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率0.5％

※今週のメークアップ 水野さん
※先々週の後メークアップ なし

谷さん

★トピックス
1.注目された7月2日の対局で藤井四段30連勝ならず。 2.7月2日東京都議選、
自民党惨敗、都民ファースト躍進。 3.7月4日大阪港でも「ヒアリ」尼崎市、神戸
港、名護屋港に次4カ所目。6日東京港でもみつかる。 4.7月4日北朝鮮弾道ミ
サイル発射。 5．7月5日九州北部豪雨。死者多数、道路寸断など被害甚大。
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