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水野

地区諮問委員会委員、地区指名委員会委員長、

功会員

本日はたくさんのお客様をお迎えしました。ご紹介します。

委員

地区戦力計画委員会委員長、危機管理委員会委員長

国際ロータリー第2750地区多摩南グループガバナー補佐森屋義政様

■幹事報告

国際ロータリー第2750地区多摩南グループ幹事

森屋ガバナー補佐・坂本グループ幹事・東京プロバスクラブ奥会長・

東京日野プロバスクラブ

会長

奥

坂本光右様

修兵様

幹事

長谷川嘉則

後藤副会長ようこそおいで頂きました。本日宜しくお願い致します。

東京日野プロバスクラブ副会長後藤紀之様

本日はクラブ協議会となります。テーマは「会員増強」です。

●お客様ご挨拶

•「第１５回ＲＹＬＡセミナー」開催のお知らせと受講生推薦の案内

国際ロータリー第2750地区多摩南グループガバナー補佐 森屋義政様

•愛宕ＲＣ、事務所移転の案内

飛火野さんは水野パストガバナーや濱田パストガバナー補佐がいらっ

•８月の例会予定

しゃって緊張いたします。このクラブ協議会で皆様から色々なお話を

•前回案内のグアム地区大会の出欠〆切は１３日なので早めに事務局

聞き持って帰りたいと思っています。

まで報告して下さい。

国際ロータリー第2750地区多摩南グループ幹事

坂本光右様

八王子ＲＣ・八王子西ＲＣ

•会費納入は今月いっぱいです。宜しくお願いします。

何か皆様と出来たなら・・と思っています

•次回例会は

東京日野プロバスクラブ

ログラム委員会・クラブ広報委員会

会長

奥

修兵様

活動報告発表パート２です。クラブ管理運営委員会・プ

プロバスクラブは２０１０年８年目です。４０名程おります。皆様のご

奉仕活動委員会。担当者は準備をお願いします。

尽力により生まれましたので、常に感謝しております。規則に縛られず

◆水野パストガバナーお願い

和をもっています。知的好奇心を活用し健全な高齢化社会の一躍を担

米 山 梅 吉 記 念 館 創 立 5 0 周 年 の 記 念 式 典 を行 う予定 ですが，予算

おうというスローガンを抱えています。吹き矢の事業支援をしようと

9,000万円に今2,000万円しかありません，地区の会員が10万円出す

しています

と予算に近づきます。寄付を御願いします。

東京日野プロバスクラブ副会長

後藤紀之様

■親睦委員会

本田委員長

小島幹事が出席予定でしたが、交替で出席させていただきます。この

7月22日ます釣りを行いますが，現在28名（大人20名子供3名ご家族

ままですと来年は会長職を行います。

5名）です。電車の方は駅に迎えに行きます。会費は当日頂きます。車

■ニコニコ報告

の方は駐車料金500円は立て替えてください。後で精算します。当日

親睦委員会

守重昌之委員長

ニコニコメッセージ紹介、月例記念品贈呈

パンフレットをお配りします。

■出席報告

★★★クラブ協議会★★★

出席委員会

結城祐純副委員長

司会

報告 内容後記
■前年度会長

小髙俊明

地区から交換留学生ジャミー君への感謝状
■会長報告

「会員増強について」

会長

幹事

長谷川嘉則

長谷川幹事司会挨拶の後、天野会長より、
「会員増強について」協議
谷会員に贈りました。

天野武雄

会開催します。と開会宣言があり、続けて，来期当クラブは創立30周
年を迎えます。今の状況を乗り越え攻勢に転じて迎えたいと思いま

毎日暑い日が続きます。皆様、健康に十分留意してください。今月の

す。今期の基本方針でクラブの友愛を柱として、会員増強と社会的弱

スケジュールですが、来週の例会は活動計画発表Part.2です。22日は

者に寄り添う奉仕活動を掲げました。クラブの発展と奉仕活動を活発

秋川国際ます釣り場でます釣りとバーベキュー、31日は服部ガバナー

に展開するために会員増強は優先的課題です。服部ガバナーは「イン

を迎えて日野クラブと合同例会です。ガバナーの卓話も楽しみです。

スピレーションになれるロータリークラブ」を掲げています。前向きに

本年は米山梅吉記念館創立50周年でクラブでは米山梅吉記念館を

地域を世界を良い場所に変えてくださいと述べています。日野の人口

訪ねる予定です。また米山奨学生を迎えて卓話を聞く予定もありま

は186000人です。この地域にクラブが2つあります。プロバスクラブ

す。この度の西日本の豪雨災害に地区からも要請があるかと思います

もあります。候補者は限られると思います。ダイナミックにプログラム

が，クラブとして義捐金を贈りたいと思います。来週の例会で御願いす

を展開し、今後例会時間の変更、家族とのふれあい、若い職業人、を

る予定です。
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候補に選び、皆さんの英知を結集して目標を達成したいと考えていま

機会を持つ事です。改めて全員が取り組む事が大切だと思いました。

すので、活発な議論をお願いします。と主旨説明を頂きました。この後

女性会員もクラブの雰囲気を変える事にもなるかと思いました。

長谷川幹事が数名を指名、意見を求めました。

◯森屋ガバナー補佐

◯本田会員

飛火野RCは席率が良いと承っています。私は八王子北RCのチャー

私は39歳で入会し今68歳です。入会した当時は炉辺会合を開いて増

ターメンバーです。35歳で入会しました。何も分からないで入会しまし

強策を話し合いました。これからも必要かと思います。候補者を会合，

たが例会に出る中でRCの理解が進みました。クラブはバブルが弾け

例会にお招きするのも良いのではないかと思います。どう探すかは、

31名になりましたが危機感を募らせる中で8名が入会しました。八王

自治会にはいないか、職業分類の空白を見て考えるのも大切です。ま

子のクラブでも知り合いの方、商工会、JCの方、また、若い方が若い

た、商工会、JC役職にいれは会員を、クラブには不動産産業が多いが

人を増強をしています。皆さんの心を伝えってください、増強はどこの

同業者を探すのもよい、また、同窓の方はどうか、自分の家族、娘婿，

クラブも共通の課題です。目標を持って取り組みたいと思います。

配偶者を入会させる。会員増強でクラブ資金の減額を防ぎたい。女性

■閉会点鐘

会長

講評

天野武雄

会員を服部ガバナーもご夫婦の会員について語られています。
◯守重会員

■ニコニコメッセージ

馬場会長時に平さん馬場さんに推薦いただき入会、まだロータリーは

天野武雄さん・・本日は森屋ガバナー補佐様・坂本グループ幹事様、クラブ

しっかり理解できてないが、職業を通して社会に奉仕・支援する人を
バックアップする。基本は理解できました。仕事を通して社会のため
にクラブが後押ししてくれるかが飲み込めたら更に積極的になれるか
と思います。今後も引き続き各会合に出て増強を考えてゆきたい。
◯河野会員

協議会にご出席いただきありがとうございます。会員増強についてのアド
バイスをいただければ幸いです。
長谷川嘉則さん・森屋義政ガバナー補佐・坂本光右グループ幹事、ようこ
そお越し下さいました。本日は宜しくお願いします。今回の豪雨災害は大
変な被害が発生しています。仕事柄以降の火災保険料がアップが気になる
所ですが、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたします。

2年前幹事昨年は年度半ばから幹事をしました。地域で消防団を36

中澤

年間やってきましたが薦めにくい方が多いです。私は農家の方が知人

りきりましょう。

が多いので候補者はいます。民生委員も長くやっています。女性・社長

水野

をされている方もおります。身近の方に薦めてきました。自治会の方に
も昨年推めています。若い方との接点がありません。
◯水野会員
守重さんの話が参考になります。私は毎週ロータリーの例会に出席す
る事が会員の義務権利と叩き込まれました。最近こうした話をする

洋さん・・暑い日が続きます。健康管理に留意して、この暑い夏を乗
功さん・・森屋ガバナー補佐・坂本グループ幹事ようこそ！暑い中あ

りがとうございます。西日本地域の１日も早い復旧を願っております。
濱田宣郎さん・・森屋義政ガバナー補佐・坂本光右グループ幹事ようこそ
いらっしゃいました。ご指導宜しくお願い致します。
渡辺良勝さん・・ガバナー補佐・グループ幹事、本日は宜しくお願い致します。
馬場弘融さん・・森屋ガバナー補佐・坂本グループ幹事ようこそ。よろしく
ご指導下さい。

ロータリアンがいません。坂本パストガバナーからロータリの基本と

梅田俊幸さん・・森屋ガバナー補佐・坂本グループ幹事ご来訪ありがとうご

もいうべき書物を頂き読ませてもらった事で理解を深める事が出来ま

ざいます。

した。会員増強について8月号に広尾RCの記事が掲載されています。

平吹正義さん・・森 屋ガバナー補佐・坂本グループ 幹事 熱い 中ようこ

八王子西の増強も素晴らしいものがあります。参考にすべきだと思い

そ。よろしくお願いします。

ます。リーダーシップをとる人が必要です。戦略計画も必要です。議論
を深め増強に取り組む事だことだと考えています。
◯梅田会員
私は37歳で入会，今、商店会・商工会の役員をしています。豊田地区も
商店の数は減っています。しかし、若い方がお店を始めています。30代

平

良信さん・・大雨の被害が深刻です。あの雨が日野に降ったら・・・。ど

うなるのか、心配です。
河野和正さん・・ワールドカップ、ベルギー敗れ残念です。森屋ガバナー補
佐・坂本グループ幹事様ようこそ！
小髙俊明さん・・森屋ガバナー補佐・坂本グループ幹事、本日はようこそお
越し下さいました。どうぞよろしくお願いいたします。

40代の人がいます。その方に声を掛ければ，私も馬場さんから声をか

星野幸夫さん・・森屋ガバナー補佐・坂本グループ幹事様、ようこそいらっ

けられたことを名誉な事だと感じましたので、名誉な事だと思うので

しゃいました。

はないでしょうか。情報を共有して候補者を上げれば薦める事が出来

本田

るとおもってます。ライオンズクラブ，日野RCも候補者にのっているか
もしれませんが、積極的に薦めらたいと思います。
◯濱田会員
栗山会員の増強に対する意欲は大きかった。自覚を持って取り組む事
が大切だと思いました。サルビアの増強策をお聴きしましたが，候補
者を絞り積極的に取り組んだ事が結果を残してます。全員で取り組み
たいと考えます。
◯天野会長
意見を聞いて考えさせられました。増強にはイメージづくりも大切で
す。人のためは自分のためでもある。候補者ともいろいろの話をする

誠さん・・クーラー風邪を引いてしまいました。２日間点滴でした！！

早川忠男さん・・職業奉仕のため、お先に失礼します。
結城祐純さん・・西日本豪雨とても深刻です。自分の出来る援助をしたいです。

出席報告 総数
第1402回 23
第1400回

25

ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席
21
1
1
21

3

本日53,000円

0

1

出席率
95.6％
96％

累計 104,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率8.6％

※今週のメークアップ 谷さん
※先々週の後メークアップ なし
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