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地域に根差した奉仕活動に全員で取り組もう
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7月9日（火）第1164回

■司
会
会場設営委員会 平 良信委員長
■開会点鐘 会長 本田 誠
■委嘱状交付 会長 本田 誠
ソングリーダー 鹿島邦彦会員
■ロータリーソング「それでこそロータリー」
■今月の歌「夏は来ぬ」
ソングリーダー 鹿島邦彦会員
■ニコニコ報告 親睦委員会 河野和正委員長
ニコニコメッセージ発表（内容後記）
■出席報告 出席委員会 早川忠男委員長
（内容後記）
■入会式 会長 本田 誠
馬場弘融様、入会心からお
待ちしておりました。おめ
でとうございます。とお声
をかけてから入会記念のバッ
ヂを贈り襟元に付けました。
馬場会員より、「戻って参
りました。これからは体を
労り長生きして、ロータリー
クラブで楽しく余生を送り
たいと思っています。」とご挨拶をいただきました。
■委嘱状交付会長 本田 誠
舟木ガバナーより委嘱状が届いてます。お渡しします。
新世代委員会青少年交換小委員会委員 水野 功会員
公共イメージ委員会クラブ広報支援小委員会委員 小髙俊明会員
■会長報告 会長 本田
とくにございません。

誠

■One Point職業奉仕
平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改
正する等の法律」により消費税法が改正された。消費税
がこのまま行きますと、26 年4 月1日から8％に27 年10
月1日から10％に2段階で引上げられることは御存じか
と思いますが、税制改正後の税率は経過措置が適用され
るものがあります。26/4/1以後に行う旅客運送の対価、
映画・演劇のなどの入場料を4/1以前に購入したもの、
25/9/30までの建築工事の請負契約で26/4/1以降に工
事を行うもの、結婚式を26/4/1以降に行うが式 場と
25/9/30までに契約した場合等の料金にかかる消費税
は5％です。★詳しくは国税庁HPをご覧ください。
■幹事報告 幹事 小髙俊明
1. よさこい祭りの案内が実行委員会より届いてます。会
員個人にも協賛金の依頼がきています。
（前年度からの
引き継ぎ事項）
2. 国体期間中の運営スタッフの要請が届いてます。
（前
年度からの引き継ぎ事項）
3. ポリオ滅滅チャリティコンサートの余剰金をグレイス
会が、R財団のポリオ・プラスに寄 付されたので、コン

R I 会長 ロン D. バートン

通常例会 於：高幡不動客殿

サートチケットを購入した会員の所属クラブ宛にR財団
から寄付明細が出され当クラブ宛にも届きました。どな
たがチケットを購入されたのでしょうかお申し出くださ
い。
（4,250 円です。）
4. 前年の地区大会の余剰金を11クラブに分けて米山奨
学会に寄付しましたので、当クラブにも特別寄付金明細
書が米山記念奨学会から届きました。
（6,453円です。）
5. 東 京都生 活文化 局から、在 住 外 国人 支 援 事 業 助成
「助成事業の募集」案内が届いてます。詳細は都庁生活
文化局 都民生活部にお問い合わせください。
6. 城南RCから、7/11開催の例会で元防衛庁長官愛知和
男さんの卓話の案内が届いてます。
7. 会員増強について、7/23例会に地区会員増強委員会
クラブ会員維持増強小委員会の石井小委員長（東京恵
比須RC）に卓話をお願いしました。
8. 多摩南GのIM実行委員会に出ました。開催：11/20（水）
場所：町田エルシィ登録料8,000円が決まり2回連続被災地
支援がテーマだったので、中込ガバナー補佐から今年のテー
マは「奉仕について」にしたいとの意向が示されました。11
クラブが奉仕プログラムを発表するとの意見が出されまし
た。7/24の次回実行委員会で協議することにしました。
■委員会報告 リレー・フォー・ライフ・ジャパン2013
日野実行委員 藤野益夫
7/8（月）リレー・フォー・ライフ・ジャパン2013日野の正
副実行委員長会が開催されました。財政面で団体と会員
に寄付の依頼があると思います。
■東京日野RC 山口徹雄様
杉田会長が所用で退席しましたので私から御挨拶申し
上げます。新年度が始まりおめでとうございます。会員増
強の中でロータリークラブのイメージが誤解されている
意見も聞かれました。増強のためにもロータリークラブ
のイメージアップに協力して取り組みたいと思います。
■クラブフォーラム

活動計画発表Part2
司会 幹事

小髙俊明

●プログラム委員会
安西 清委員長
会長方針に従って地域の各団体と交流を深めクラブの
活動を理解していただくを基本にして、合同例会の企画、
市政・国政への理解を深めるため卓話講師を選定、科学
技術や環境の現状を卓話や移動例会で学び、プロスクラ
ブとの交流、会員の卓話、地区委員の卓話を依頼し活動
の理解と情報の共有を図りたい。卓話講師も全会員に
協力をお願いしたい。
●会員組織委員会
鹿島邦彦委員長
退会した清水さんにお声をかけました。志野会員から候
補者がいるといわれてます。計画を発表します。奉仕活
動を通して地域社会に貢献。会員相互の和を深め増強を
めざすを基本に、奉仕活動にに参加を呼び掛け活動仲
間を増やす。入会候補者に活動を理解してもらう機会を
作り、退会会員に復帰を促したい。

7月
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●奉仕プロジェクト委員会 大塚洋晃委員長
「新しい風」を感じとれる奉仕活動をベースに、地域行
事に積極的に参加します。継続事業に参加・支援を行い
ます。本年、落川ふれあいセンター内のビオ−プにたん
ぼを作ることが決まったので支援したい。国体の日野実
行委員会に出席します。
●米山奨学委員会 平吹正義委員長
本日平会員より寄付を頂きましたので目標はクリアしま
した。本年度の計画は奨学事業に理解・支援・協力し幅
広く活動を推進します。留学生受入は未来への世界平和
の掛け橋で国際奉仕活動として積極的に支援します。米
山奨学の寄付に理解・協力をお願いする。
●出席委員会 早川忠男委員長
週報に活動計画を発表もしてないのに出ています。まこ
とにひどい話です。計画書の舟木さんの肩書もミスプリ
ントです。気を付けていただきたい。
計画を発表します。例会出席をロータリー活動の基本中
の基本であると認識して諸活動を行う事を基本方針し
ます、親睦・プログラム・SAAとの連絡を密にして出席率
の向上を図る。例会だけでなく諸行事に参加してもら
う。出席率の向上のためメーキャップを奨励します。
TOYOTA Product LINE UPをお配りしました。車だけ
でなく掲載商品の紹介・見積依頼等お願いします。実績
となりますのでご協力ください。
■閉会点鐘

会長

本田

誠

ニコニコメッセージ
馬場前市長の入会を飛び上がるほど喜んで！
！
本田 誠さん
小髙俊明さん
馬場様再入会ありがとうございます。よ
ろしくお願い致します。日野ロータリークラブ杉田
会長・山口幹事本日はようこそお越し下さいました。
馬場弘融さん

もどってきました。これからもよろしく。

水野

遅ればせながら本田・小髙丸の出航を祝って！

功さん

黒川高徳さん
誕生日の御祝の返礼として。梅雨が明け長
い夏がやって来ました。負けずに乗り切りましょう。
渡邉良勝さん
日野八坂神社内にある八幡社社殿の修
復工事が無事完了しました。ご寄進ありがとうご
ざいました。
鹿島邦彦さん
今年度もどうぞ宜しく御願い致します。
熱中症にならない様に気をつけて下さい。
安西

清さん
馬場さん１６年間御苦労様。RCに「おか
えりなさい」

藤野益夫さん
浅草寺の縁日（４万６千日）ほうずきいち
が賑わっているようですね。この日に参詣すると２
６５年功徳があるといわれているそうです！
！
本田会長、
小髙幹事よろしくお願いします。杉田会長、
山口幹事ようこそ。馬場さんお待ちしておりました。
平

良信さん
今日はSAA委員会よりプチトマトを提供
させていただきました。私の女房が裏の畑で収穫
し是非皆さんに食べてもらいたいとの事でした。

早川忠男さん

本日活動計画（委員会）を発表致します。

平吹正義さん
馬場前市長１６年間の市政御苦労様で
した。心より歓迎申し上げます。お帰りなさい！
杉田会長・山口幹事ようこそいらっしゃいました。
河野和正さん
昨日（7/7）日野市消防団応急救護訓練
にてわが第二分団第二部、
優勝しました。午後５
時〜午後１０時まで招待で大変でした。杉田会長・
山口幹事ようこそいらっしゃいました。

例会変更のお知らせ
■東京八王子RC
8/27（木）→納涼夜間例会
■東京八王子西ＲＣ
8/16（金）⇒特別休会
8/23（金）⇒親睦納涼夜間例会
■東京八王子東ＲＣ
8/13（火）⇒お盆特別休会
8/20（火）⇒飛火野ＲＣとの合同例会
8/27（火）⇒2回例会振替休会
■東京八王子南ＲＣ
8/14（水）⇒夏季特別休会
■東京八王子北ＲＣ
8/12（月）⇒特別休会
■東京日野ＲＣ
7/31（水）⇒定款による休会
8/14（水）⇒法定休会
8/28（水）⇒8/25（日）ブリティシュヒルズ視察旅行に振替
9/11（水）⇒ガバナー補佐来訪クラブ協議会
9/25（水）⇒9/24（火）のガバナー公式訪問に振替
10/16（水）⇒親睦旅行に振替
10/23（水）⇒定款による休会
11/20（水）⇒多摩南グループIMに振替
12/18（水）⇒同日夜間忘年家族会に振替
12/25（水）⇒移動例会

本日60,000円

累計113,000円
本年度目標額1,300,000円 達成率8.69％

濱田宣郎さん
杉田日野RC会長・山口日野RC幹事、
それに
馬場さん、
ようこそ！共々楽しくやって行きましょう。

ニコニコBOX

朝倉邦雄さん
暑いですね〜。熱中症に気をつけましょう！
馬場会員よろしくお願い致します。

出席報告 総数
第1164回 28

大塚洋晃さん

連日の猛暑。熱中症には気をつけましょう。

第1162回

星野幸夫さん

猛暑、
猛烈な暑さ、
熱中症に気をつけましょう。

※今週のメークアップ なし
※先々週の後メークアップ なし

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
会 長：本田 誠
幹 事：小髙 俊明
副会長：渡邉 良勝
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FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
クラブ広報委員会委員長：藤野 益夫

