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活動計画発表 通常例会

■司 会 会場設営委員会 平 良信委員長
■開会点鐘 会長 小島 明
■国歌 ロータリーソング「奉仕の理想」
今月の歌「われは海の子」
ソングリーダー 本田 誠会員
■ビジター紹介

会長

小島

明

国際ロータリー第2750地区多摩南グループガバナー補佐
井村廣巳様
国際ロータリー第2750地区多摩南グループグループ幹事
山口徹雄様
■井村廣巳様
ここは我が家に帰ってきた様です。小島会長朝倉幹事新年度
おめでとうございます。お祝申し上げます。飛火野RCには水野
さん・濱田さんのようにガバナー補佐の先輩がおられお世話
になっていますます。。今年度国際ロータリー会長は「世界への
プレゼントになろう」を掲げ、水野ガバナーは地区運営方針を
「未来に向けてロータリーの心と原点を大切に」を打ち出しま
した。ロータリーで変えてよいもの・悪いものがありますが、変
えてい け な い も の は 職 業 奉 仕と 職 業 分 類 だと 思 います。
MyRotaryを展開して行きます。IMは「エンジョイしよう」を
テーマに掲げ楽しもうと思います。クラブ自慢を発表します。
私はグループのため、水野ガバナ−のため務める所存です。
■親睦委員会
ニコニコ報告

安西

清委員長

ニコニコメッセージ後記
月例記念品贈呈・記念日発表
■出席報告 出席委員会
報告内容（後記）

梅田俊幸委員長

■会長報告

明

会長

小島

水野年度が始まりました。キックオフパーティご苦労さまでし
た。本日は活動計画の発表です。地区からの要請もいろいろき
ていますのでご協力をお願いします。
1.地区役職・クラブからの委嘱状をお渡しします。地区から委
嘱状が届きましたのでお渡しします。地区代表幹事本田会員、
地区幹事渡邉会員、地区大会実行委員会実行委員長馬場会
員、ガバナー月信・年次報告委員会委員委員会副委員長小高
会員。クラブからソングリーダーを本田会員、渡邉会員、朝倉
会員に会計監査人を濱田会員に委嘱します。
■幹事報告
1.理事会報告

幹事

朝倉邦雄

R I 会長 K. R. ラビ ラビンドラン

2015▶16 Weekly Report vol.28-1

於：高幡不動尊客殿

a.7/21クラブ協議会でIMの「クラブ自慢について」協議します。
b.7/29日野RCと合同で、水野ガバナー公式訪問になります。
c.HPリニューアルします。
d.韓国国際大会スケジュール3/28〜31までになります。京浜
企画社に頼みます。
（日野RC野会員）
e.フェースブックを立ち上げます。
f.MyRotary登録を推進したい。プログラムをたてて対応したい。
2.8/23研修セミナー増上寺。
3.「バギオ便り」が届きましたので回覧します。
4.ガバナー月信7を回覧します。
5.ポリオチャリティコンサート
時：10月26日18：00

ゲスト：ジュディ・オング

日

於：シャングリ・ラ・ホテル東京チケット

28,000円
6.7/14町田サルビアRCの井上会員に来てもらい会員増強の卓
話をしてもらいます。
7.高幡不動尊との「例会場使用の覚書」をMBに入れましたの
でご一読をお願いします。
活動計画書の予算を見ていただいてお解かりのように前期も
基金を取崩していす。このままだと数年で基金がなくなりま
す。会員増強で財政の立て直しが急務です。
■新会員入会式
水野ガバナーより、新会員の長谷川さんに「入会おめでとうご
ざいます」の祝辞とロータリーバッヂと記念品が贈呈された。
●長谷川さんより、自己紹介は先の夜間例会でしましたので、
改めて自己紹介はいたしませんが、今、ウェイトオーバーで減量
に取り組んでいます。私はゴルフはやりませんが、釣りが趣味
です。どうぞよろしくお願いします。と御礼のご挨拶を頂きま
した。
■クラブフォーラム「会長所信表明・委員会活動計画発表」
司会
●会長所信表明会長

小島

幹事

朝倉邦雄

明

RI会長は「世界へのプレゼントになろう」をテーマに水野ガバ
ナーは地区運営方針を「未来に向けてロータリーの心と原点
を大切に」を打ち出しました。私は「原点に立ち戻り、奉仕の
在り方を考えよう」をターゲットに基本方針で、会員増強１名
以上、活動を広報しよう、MYロータリーに伴うクラブのIT化促
進の目標にしました。この目標達成に向け、全員でいきいき活
動しよう。と呼び掛けた。今クラブの課題は会員増強です。3
年後には40名にしたいと考えています。親睦と奉仕活動の原
点に立ち戻り奉仕の理想を実践しましょう。と強調された。

7月
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●出席委員会
梅田俊幸委員長
水野ガバナーが100％出席を提唱されたが今年度は一度といわず数回
達成したい。RCの原点は出席、ガバナーは輩出クラブとして出席率を
上げたいです。各委員会からも増強に向けフォローアップを頂きたい。
皆出席者に記念品を進呈します。
●会場設営委員会
平 良信委員長
サージェントアットアームズの自覚をもって例会をしっかり運営したい。
例会開始時に四つのテストを黙読し意識する事でロータリアンとして
基本を再認識できればと考えました。席順を変える。全員に司会を等考
えて行きたい。例会終了後の片づけもこれまでどうりお願いしたい。
●プログラム委員会
早川忠男委員長
メンバーが楽しめると思う例会の企画を行ないます。お金をあまりか
けないで身近な方、近くの方に協力を仰ぎたい。ガバナーを応援しま
す。イニシエ−ションスピーチも慣例にこだわる必要はありません。渡
邉さんの趣味の卓話のように会員には趣味・体験・職業など幅広い分
野の話などお願いしたい。
●会員組織委員会
栗山 博委員長
熱意を持ってハードルの低い目標3名を早急にクリアーし、30名の会
員をめざしたい。計画では、魅力あるロータリー情報を会員に伝え増
強に活用してもらいます。他の委員会との連係、奉仕活動の意義を広
く社会に広報し認知度を高め、入会候補者を会合に招き活動を理解
してもらう。

●ロータリー財団委員会 大塚洋晃委員長
ロータリー財団のプログラムを理解し支援を奨励する。今年度は水野
ガバナーが重点目標でメジャードナー会員を20名以上を揚げています
のでお願いしたい。先般お配ばりした資料でご自分の寄付額は掌握で
きたと思います。累積で10000ドルに手の届く会員も数多くおられま
す。寄附をお願いします。
●クラブ広報委員会 藤野益夫委員長
お願いしたいのは原稿は全てメールで頂きたい。奉仕活動の広報で会
員増強に結び付けたい。MyRotaryの登録促進に寄与したい。奉仕活
動・地区会合での赤ジャンパー・ブレザーの着用で存在感をアピール
し、奉仕活動で幟・横断幕を掲げて宣伝する。「ロータリーの友」の記
事を紹介する。
●まとめ 会長 小島 明
7月は会員増強で町田サルビアの井上さんの卓話、21日はクラブ協議
会、29日（28日振替）はガバナー公式訪問と予定が詰っているので計
画発表は今日だけになります。
■閉会点鐘
会長 小島 明
●トピックス
1.カナダで開催されたサッカー女子W杯なでしこジャパン2連覇を目
指したが準優勝。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1257回 26
第1255回

ニコニコメッセージ
小島 明さん・・水野ガバナー、井村ガバナー補佐、山口グループ幹事ようこそ。
そして新入会員の長谷川さん、今後ともよろしくお願いします。
朝倉邦雄さん・・本年度も昨年度同様、宜しくお願いいたします。
水野 功さん・・小島新年度の船出おめでとうございます。長谷川新会員をどう
ぞ宜しくお願い致します。井村さん、山口さんようこそ！
早川忠男さん・・ありがとうございました。
黒川高徳さん・・久し振りの例会出席、宜しくお願いします。長谷川嘉則様どう
ぞ宜しく。
栗山 博さん・・愛妻（？）の誕生日プレゼントありがとうございました。又、最
終例会にて思わずニコニコ大賞をいただき、喜んでいます。感謝です。
濱田宣郎さん・・水野功ガバナー年度の輝かしい出発、並びに 小島・朝倉丸
の船出を心から祝福して。恰もよし、七夕例会に織姫ならぬ長谷川嘉則会員を
お迎えできるとは・・大歓迎です。また、皆勤賞をありがとう。
本田 誠さん・・水野年度が始まりましたので！！
馬場弘融さん・・小島年度のスタートです。水野ガバナーとともに、みんなで頑
張りましょう。渡邉さんおつかれさまでした。井村ガバナー補佐、山口グループ
幹事ようこそ。よろしく頼みます。
梅田俊幸さん・・新年度を迎え、水野ガバナー、本田地区代表幹事、渡邉地区幹
事、小島会長、朝倉幹事 一年間宜しくお願い致します。また、今月は妻の誕生
月ですので・・ありがとうございます。
藤野益夫さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事ようこそ。今年もよろし
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※今週のメークアップ 谷さん 中澤さん
※先々週の後メークアップ なし
くご指導下さい。いよいよ水野年度がスタートします。小島、朝倉年度よろしく
お願いします。
安西 清さん・・昨期のニコニコ大賞ありがとう。素晴らしい新年度になります
よう。
大塚洋晃さん・・小島会長、朝倉幹事、１年間宜しくお願い致します。
河野和正さん・・本日は小島丸の出航です。全員で頑張って盛り上げましょう。
新会員長谷川様、よろしく！
星野幸夫さん・・新年度になりました。小島会長、朝倉幹事、宜しくお願い致し
ます。
平 良信さん・・SAAを担当します。一年間よろしくお願い致します。
長谷川嘉則さん・これから・・宜しくお願いします。
平吹正義さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事ようこそいらっしゃいま
した。出席委員会からの めんたい ありがとうございました。
小髙俊明さん・・水野ガバナーどうぞこれから１年お体に留意されご活躍をお祈
りいたします。小島会長、朝倉幹事今年1年どうぞよろしくお願いいたします。
新入会の長谷川様よろしくお願いいたします。井村ガバナー補佐、山口グルー
プ幹事これから１年お世話になります。本日はありがとうございました。
渡邉良勝さん・・水野ガバナー・小島幹事の出航を祝して。キックオフでは多く
の会員に出席頂きありがとうございました。国際大会の土産としてコースター
をお受け取り下さい。バンコク、シドニーに続き３種類目のコースターです。

2015年 7月2日（木）水野年度キックオフパーティ於：ザ・プリンス・パークタワー東京 33階「スカイバンケット」18：00より
司会 本田 誠 地区代表幹事
挨拶 水野 功 ガバナー
乾杯 佐久間崇源 地区研修リーダー
歓談
挨拶 坂本俊雄 パストガバナー
辰野克彦 パストガバナー
猿渡昌盛 ガバナーノミニー
司 葉子 ロータリーコーディネーター
馬場弘融 地区大会実行委員長
御手洗美智子 国際大会実行委員長
中締 大槻哲也ガバナーエレクト
本田さんの司会で、水野ガバナーから、本年度もよろしくとの挨拶の
後、佐久間地区研修リーダーから頑張って下さいの挨拶、ブッフェ形式

で食事を頂き、途中坂本パストガバナーより「年度が終りホッとして、
今日家内とゴルフを楽しんできました。しかし、ガバナーの任期が終
わってもRIに残らないとならない」と挨拶があり、辰野パストガバナー
より挨拶を頂きました。修了１０分前頃になり、司葉子さん。馬場さ
ん。御手洗さんと地区大国際大会の挨拶を頂き、１９時２０分頃にお
開きになりました。
最後は飛火野のメンバーが出口でお見送りをして、解散でした。
８０数名の人数でしたので、和気あいあいと進められました。
小島会長より水野ガバナーは「未来に向けてロータリーの心と原点を
大切に」を掲げ、私は「原点に立ち戻り、奉仕の在り方を考えよう」を
テーマにしました。ロータリーは親睦と報仕が原点です。水野さんを支
援したいと考えています。会員増強で純増1名を、地元に存在・活動を
PR、協力しあえるクラブ運営、MyRotaryに伴うIT化の促進を基本方
針に据えました。と挨拶がありました。
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