■司 会 社会奉仕委員会 生沼通男 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「喜びも悲しみも幾年月」
♪ソングリーダー 渡邉良勝会員
■四つのテスト黙読
■お客様紹介
成瀬邦雄様 東京築地ロータリークラブ
■ニコニコ報告 親睦委員会 谷 和彦委員長
1.ニコニコメッセージ（メッセージ後記）
2.月例記念品贈呈

補者として指名11月17日告示しました。皆さんサポートお願いします。
渡邉委員長の役員人選の経過説明を受けて朝倉幹事が候補者紹介した。
♦役員選考委員会で、次々年度会長・幹事、次年度理事・会計の人選
し指名がありクラブ細則に基づき告示を致しました。改めて御紹介し
ます。次々年度会長候補 小高俊明会員 次々年度幹事候補 栗山
博会員 次年度理事候補 朝倉邦雄会員 長谷川嘉則会員 早川
忠男会員 平吹正義会員 本田 誠会員 中澤 洋会員 大塚洋晃
会員 会計候補 星野幸夫会員 次年度会長幹事は昨年度決定して
おります。会長 馬場弘融会員 幹事 河野和正会員です。 本日ま
で特に異義の申し出もございませんでした。本日拍手で選出したいと
思います。

■出席報告
出席委員会 平吹正義副委員長（報告後記）
■会長報告 会 長 小島 明
1.半期の理事会を開催しました。内容は幹事報告でご案内します。
2.過日の地区指名委員会でガバナーノミニ−に東京広尾RCの服部陽
子氏が選任されました。
3.米山功労者安西会員、べネファクター渡邉会員に記念品が届きまし
たので贈呈します。
■幹事報告
幹事 朝倉邦雄
1.第６回理事会報告
ａ.韓国国際大会のスケジュールが確定しました。5/28出発5/31帰
国、旅費136,000円。
ｂ.クリスマス家族例会12/15 お：京王プラザホテル八王子 19：00
開会点鐘。
ｃ.地区大会各人が自覚を持って当りましょう。先に委員長より役割分
担について表示されましたが、それにこだわらず任意で活動していた
だきたい。翌24日は早朝から受付をします。
2.日野プロバスクラブから5周年記念式典への礼状が届いてます。
3.「ホタルの里」の手入れが必要です。ネットは大丈夫だと思われます
が現状は多少荒れています。
4.年会費請求書を送付しますが、支払いは1月末までにお願いします。
5.国際大会ガバナーナイト・クリスマス例会会費次週までにお支払い下さい。
6.光の家会報・会員増強の資料・ロータリー米山記念奨学会会報回覧
します。
■委員会報告
●入会候補者について経過報告
朝倉邦雄会員
私が挙げた入会候補者についてですが、多忙な先生でまだ連絡がとれ
てなくこれからアプローチします。
●日野社会福祉協議会評議員会報告 栗山 博会員
先日評議員会が開かれ、半期の決算報告があり、席上木下サーカスの
入場割引券が配られましたので、ご案内します。ご入用な方は事務局
までお願いします。

年次総会

司会

幹事

朝倉邦雄

11月17日告示しましたが次々年度会長・幹事・次年度役員選挙を行な
います。
●役員指名委員会 渡邉良勝委員長
11月10日役員選考委員会を開き人選しました。多忙な方が多く体調に不
安を抱える方もいましたが、全員が協力し支えていくことで承諾戴き、候

次年度役員（敬称略）
次々年度会長 小高俊明会員
次々年度幹事 栗山 博会員
次年度 会長 馬場弘融会員（前年度決定）
次年度 幹事 河野和正会員（前年度決定）
次年度会計
星野幸夫会員
次年度理事
朝倉邦雄会員 長谷川嘉則会員 早川忠男会員 平吹
正義会員 本田 誠会員 中澤 洋会員 大塚洋晃会員
本日異議もなく出席会員全員の承認を頂いたものと認め選任しまし
た。次年度、次々年度役員の皆様宜しくお願いします。
●馬場弘融次年度会長挨拶
地区大会に引き続いて、クラブの運営でも皆さんにお願いをしますが
ご協力ください。ロータリーライフを楽しんで和気藹々で進めて行き
たいと考えていますのでよろしくお願いします。
●河野和正次年度幹事挨拶
不馴れですが、微力乍ら幹事職を務める所存です。よろしくお願いします。
挨拶を戴き、朝倉幹事が総会終了を告げた。
●図書紹介

渡邉良勝地区幹事

第3回会長幹事会の席で、講演があり講師から「ロータリーの心と原
点」廣畑富雄氏著が、紹介されました。読ませていただきましたが、表
題どうりで皆さんにもぜひ購読戴きたいと思い御紹介します。
●地区大会協力要請

馬場弘融地区大会実行委員長

地区大会の準備と進展状況について説明、事務局員のアシストとして
入った仙田さんも大戦力となっていますが、皆さんも長時間でなくても
良いので、事務所に顔を出し、事務的にできる事があるのでフォロ−し
ていただきたい。後3ヶ月まだまだ色々出てきます。返信のチェック、来
賓の部屋割り・席次票、登録料のチェック、歓迎会の準備、できれば

23日は24日の本大会に向けてホテルに泊まってほしい。最後の懇親

栗山

会のイベント出演者も昨年出演の調布のバンドに決まりました。ご協

早川忠男さん・・職業奉仕の為お先に失礼します。

力下さい。

大塚洋晃さん・・２８．２９日（土、日曜）に京都紅葉を見に行きました

●地区大会について

博さん・・今日の会員増強の経過報告は朝倉幹事にお願い致します。

が、あまりにも人が多くてタクシーもぜんぜん動かなくて、途

渡邉良勝地区幹事

飛火野はSAAになります。大会の席次の決め方は手続要覧に記され

中でおろされ歩いて目的地に行く状態で、この時期京都はも

ています。返信がまとまってから席次を決める事になります。大変です

うこりごりです。

がしっかり取り組みたいと思います。
■閉会点鐘

会

長

小島

生沼通男さん・・先日は結婚記念日のお肉をありがとうございました。

明

早速おいしくいただきました。今日は司会をやらせていただ
きます。よろしくお願いします。

ニコニコメッセージ
朝倉邦雄さん・・もう１２月です。１年が早いですね。幹事の仕事もあ
と半年になりました。お役に立てたのかどうか・・・

平

良信さん・・今日は当社事務所上棟の祝日です。それと、今月誕生
日が来るのでお祝いの品がもらえそうです。

長谷川嘉則さん・入会から５か月たち、なんとなくロータリーが分かっ

濱田宣郎さん・・１１月２９日は結婚記念日。ＲＣからは文字（数字？）

てきたような気がします。少しずつでも行動出来るようにします。

通り１１・２９（いいにく）を頂戴し、幸せ一杯。美味しく頂戴

藤野益夫さん・・世界温暖化防止会議（ＣＯＰ２１）で温暖化が話合わ
れています。世界のトップが集まっているので、いい方向に合

黒川高徳さん・・結婚記念日に美味しいお肉をいただきありがとうご
ざいました。その御礼として。今年は３０年目の真珠婚でした。

意できるのでは・・・
馬場弘融さん・・地区大会まで３カ月。みんなで楽しく準備しましょう。
よろしく頼みます。
安西

しました。

清さん・・小春日和、あと１カ月がんばろう

平吹正義さん・・大学の後輩がアイスホッケーで春、秋と連覇！応援し
ながら久しぶりに熱いものを感じました。
河野和正さん・・来年度より幹事になります。皆さま今日よりよろしく
お願い致します。
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1275回 通常例会
12月1日 12：30
高幡不動尊客殿
年次総会
司会：生沼会員
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92.3％

本日10,000円

累計588,141円
本年度目標額1,200,000円 達成率49.01％

ニコニコBOX

※今週のメークアップ 黒川さん 水野さん 志野さん 梅田さん
※先々週の後メークアップ なし

2015年 11月27日（火） 第127４回 夜間例会
■司
会
SAA委員会 小高俊明副委員長
■開会点鐘 会長 小島 明
■会長報告 会長 小島 明
来週は年次総会で役員役員御選出です。11月19日日野プ
ロバスクラブ5周年記念式典出席しました。
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
特に報告はありません。ご心配をおかけしましたが体調も回復しました。
■委員会報告
●会員増強について 会員組織委員会 栗山 博委員長
天野さん、朝比奈さん入会。今晩は本田会員推薦候補者のアプローチ
の経過を聞く予定でしたが欠席で改めて報告してもらいます。中澤会
員推薦候補者も話が進展しています。
●11月20日 日野社会福祉競技会評議委員会報告 栗山 博評議委員
1.平成27年度上期事業報告・決算報告がありました。
2.日野社協の規定改訂案が提案され、原案どおり可決。
3.木下サーカスの割引入場券をいただきました。
■閉会点鐘 会長 小島 明
●懇親会
小高会員の司会で始まった懇親会は、九州場所の日馬富士の優勝・白

2

於：浜寿司本店

鵬の猫だましの奇襲、女子ゴルフの韓国イ・ボミ選手の男女通じての
最高賞金獲得、ゆるきゃらグランプリで浜松市の「出世大名家康く
ん」が1位などの話題、地区大会のクラブ対応について渡邉会員から
の提言に意見が出され話し合い、定刻まで親睦を深めました。
♦トピックス
1.11月11日国産ジェット旅客機MRJ初飛行に成功。
2.11月24日商業用ロケット打ち上げに成功
3.12月3日国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議（COP21)で
合意文書採択できるか？

出席報告 総数
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本日45,000円
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出席率
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92.3％

累計633,141円

本年度目標額1,200,000円 達成率52.76％

※今週のメークアップ 本田さん 水野さん 志野さん 小髙さん
※先々週の後メークアップ なし

1276回 通常例会 1277回 移動夜間例会
12月8日 12：30 12月15日19：00
高幡不動尊客殿
京王プラザホテル八王子
卓話：生沼会員
クリスマス家族会
司会：親睦委員会
担当：大塚会員

1278回 移動夜間例会 1279回 移動夜間例会
12月22日18：00
1月5日 18：00
浜寿司本店
浜寿司本店
新年会
忘年会
司会：小髙会員

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 FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
会 長：小島 明
幹 事：朝倉 邦雄
副会長：馬場 弘融
クラブ広報委員会委員長：藤野 益夫

