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東京飛火野ＲＣ第1174回
2013年 9月24日（火）東 京 日 野ＲＣ第2311回「ガバナー公式訪問」合同例会 於：高幡不動尊2階客殿

■司会
東京日野ＲＣ SAA例会進行小委員会
小峯敏夫委員長
■開会点鐘 東京日野ＲＣ会長 杉田純一
■国歌 ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 清水博雅会員
■お客様紹介 東京日野ＲＣ会長
杉田純一
国際ロータリー第2750地区ガバナー 舟木いさ子様
国際ロータリー第2750地区多摩南グループガバナー補佐
中込勝子様
国際ロータリー第2750地区多摩南グループ幹事
阪口幸嘉様
■出席報告
東京日野ＲＣ出席小委員会 藤林良昭委員長
（報告内容略）
東京飛火野ＲＣ出席委員会 早川忠男委員長
■ニコニコ報告
東京日野ＲＣ親睦小委員会 熊井治孝委員長
（報告内容略）
東京飛火野ＲＣ親睦委員会 朝倉邦雄委員長
■会長報告
東京日野ＲＣ会長 杉田純一
（報告内容略）
東京飛火野ＲＣ会長 本田 誠
合同例会で、日野RCのSAAはじめ皆さんにお世話
になります。大勢の例会だと楽しくなります。
先程、舟木ガバナー・中込ガバナー補佐・阪口グルー
プ幹事と懇談し勉強しました。今後に活かしてきた
いと思います。次々年度は水野ガバナーで日野クラ
ブの皆さんに伏してご協力をお願いいたします。
■幹事報告
東京日野ＲＣ幹事 山口徹雄
（報告内容略）
東京飛火野ＲＣ幹事 小髙俊明
1.10/1は小田原さん、
１0/8は長島さん、10/15は大
坪市長の卓話です。
2.復興支援地区補助金が認められ11/7〜8東松島
宮戸に物資を届けます。ぜひ参加ください。

3.ポリオ撲滅チャリティーコンサートについて、重ね
て参加要請を頂きましたのでお考えください。12月
11日 於：東京会館
■卓話 「ガバナー公式訪問にあたり」 舟木いさ子様
今朝の護摩祈願清々しい気持ちになりま
した。ありがとうございました。と謝意
を述べ、私は白金ロータリークラブの会
員です。本日公式訪問で皆さんにお会い
でき本当に嬉しく感謝します。両クラブが
重要な存在であることを確認いたしました。とご挨
拶の後、本題に入られました。
「入りて学び、出て奉
仕せよ」と国際協議会の合言葉になっていますが、
その国際協議会でバートン会長は「ロータリーを実
践し、みんなに豊かな人生を」とターゲットを発表
されました。バートン会長は奉仕・親睦・多様性・高
潔性・リーダーシップをロータリーの中心価値観と
指摘しました。
「クラブライフ」でこれらを着実に実
現し社会に広め還元する人こそが本当のロータリー
アンではないかと呼び掛けました。会長は強調事項
で、会員増強、財団を通じて人道奉仕の充実、ロー
タリー・ファミリーを通じたネットワークの強化を揚
げました。2015年までに世界の会員を130万人に増
やし、女性会員、インターアクト・ローターアクトの
卒業生をクラブに迎えるといってます。2750地区は
200名の純増を目標にしています。2013年6月末で
15名減ですが減少に歯止めがかかりました。仕事・
趣味を通しての友人に呼び掛けることです。新しい
クラブを目指して来ましたが愛宕クラブの認証が10
月22日あります。また、専業主婦が会員資格を得ま
した。2.に奉仕の充実を上げ未来の夢計画で大き
い持続可能なプログラムを進めたいと思います。ポ
リオ撲滅・１人150ドル寄付も求められます。3.とし
てネットワークの強化です。RIの戦略計画でクラブ
をサポートし、クラブの人 道的奉仕の重点化と増
加、公共イメージの認知度と向上を支えます。この
実現に向けて、私はロータり−アン一人一人の力が十
分に発揮されチームワークとしてロータリークラブ
を活性化させる「新しい風」を吹き起こしたいと思
います。地区はクラブを 草の根 から元気にする。
それが「新しい風」です。地区の推進事項で地区運

9月「青少年奉仕のための月間」 2013▶14 WeeklyReport
営の活動理念は「新しい風」を感じとることのでき
る活動を行います。クラブ支援の具体策はクラブと
地区との連係強化、想像的奉仕活動に向けクラブの
活性化、新たなアイデアで会員増強、効果的広報活
動、地区組織の適正化を推進します。会員基盤の強
化・クラブ拡大を目指します。クラブの成長戦略で
は、クラブを「草の根団体」と位置付け、例会改革等
進め新たな発想を求めたいと思います。地区はクラ
ブをサポートし思いきった改革をしたいと思いま
す。戦略運営会議で奉仕力の強化、チャリティオー
クション、企業からの支援を協議し対外奉仕活動を
強化します。猪瀬知事からも協力をいわれました。
組織変更、クラブの活性化は自分自身への挑戦と位
置付けグループフォーラムを復 活します。10月に
PBCを訪問しますのでぜひ御一緒ください。奉仕
の重点化と増加、米山記念奨学事業でアジア地区
の学生を支援します。会長賞に挑戦してください。
地区活動は日本の特徴を活かして進めてゆければ
と思います。今、日野RCは新選組まつりを支援・新
世代には国内留学体験事業の取組み、飛火野RCは
障害者施設訪問で交流を深める活動を長期に継続
事業として進め・市民参加のイベントに参加しチャ
リティコーヒー募金活動をされています。また、日野
RCはガン撲滅事業取組・組織の強化めざし、飛火
野RCは持続的に会員増強に取り組まれています。
日野RCで女性２人、飛火野RCは女性１人が在籍さ
れ 活 動 されています。地 区 内 の 各 クラブのコン
ピュータ−システム導入も急がれ、ホームページを見
て若い人が入会しています。HPのアップデートも必
要です。これらの活動を地区で評価し支援をしま
す。皆さんにお願いします。復興支援の火を絶やさ
ないで下さい。まだまだ 支援が必要です。私 達は
ロータリーに入会して喜びと愉しみを分かち合うこ
とができ、支え合うことができました。私は各クラ
ブの声を謙虚に受け止め整然と船を進めてゆきた
いと思ってます。と卓話を結ばれた。
■謝
辞
■閉会点鐘
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阪口グループ幹事今日は宜しくお願いします。
河野和正さん
舟木ガバナー、中込ガバナー補
佐、阪口グループ幹事本日はよろしくお
願いいたします。本月は娘の誕生日、家
内の誕生日、八坂神社の祭礼がありまし
た。たいへんよい月でありました。
水野 功さん
舟木ガバナー、中込ガバナー補
佐、阪口グループ幹事ようこそ！
舟木ガバナーよろしくご指導下さい。
馬場弘融さん
平吹正義さん
舟木ガバナー、中込ガバナー補
佐、阪口グループ幹事 ようこそいらっ
しゃいました。
小島 明さん
舟木ガバナー、中込ガバナー補
佐、阪口グループ幹事をお迎えしての合
同例会楽しみにしております。
大塚洋晃さん
舟木ガバナー、中込ガバナー補
佐、阪口グループ幹事、本日は宜しくお
願いいたします。
星野幸夫さん
舟木ガバナーをはじめ皆様よう
こそいらっしゃいました。
渡邉良勝さん
舟木ガバナー、本日は宜しくお
願い致します。
濱田宣郎さん
舟木ガバナー、中込ガバナー補
佐、阪口グループ幹事ようこそいらっしゃ
いました。宜しくお願い申し上げます。
朝倉邦雄さん
ニコニコです。
藤野益夫さん
舟木ガバナーようこそいらっしゃ
いました。中込ガバナー補佐、阪口グルー
プ幹事度々ご来訪ありがとうございます。
生沼通男さん
舟木ガバナーご一行様を歓迎致
します。ご指導よろしくお願いします。
梅田俊幸さん
日野RCとの合同例会ガバナー
公式訪問を祝して。
早川忠男さん
けさ、ほとんど寝て無いのでイ
ビキをかいたらゴメンナサイ

東京飛火野ＲＣ会長 本田 誠
東京飛火野ＲＣ会長 本田 誠

ニコニコメッセージ
舟木いさ子ガバナー
ニコニコ頂戴しました。
ニコニコ頂戴しました。
中込勝子ガバナー補佐
本田 誠さん
舟木ガバナー公式訪問を歓迎し
て！！中込ガバナー補佐、阪口グループ幹
事、大変お世話になります。
小髙俊明さん
舟木ガバナー、中込ガバナー補
佐、阪口グループ幹事 本日はようこそお
越し下さいました。何卒よろしくお願い申
し上げます。
舟木ガバナー、中込ガバナー補佐、
黒川高徳さん

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1174回 28
第1172回

28

本日64,000円

累計438,760円
本年度目標額1,300,000円 達成率33.75％
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※今週のメークアップ なし
※先々週の後メークアップ なし
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