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東京飛火野ロータリークラブ
会長テーマ「原点に立ち戻り、
奉仕の在り方を考えよう」
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2015年 7月14日（火） 第1258回

通常例会

R I 会長 K. R. ラビ ラビンドラン

於：高幡不動尊客殿

■司 会 プログラム委員会 河野和正副委員長
■開会点鐘 会長 小島 明
■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

■幹事報告 幹事 小髙俊明
朝倉幹事に代わり幹事報告致します。
今月後半は重要な例会が続きます。7/21は井村ガバナー補佐、
山口グループ幹事来訪、IMについて協議会、7/２9（土）は水野
ガバナー公式訪問。日程をお間違えのないようお願いします。

■ビジター紹介

■委員会報告

井上直行様

会長

小島

明

東京町田サルビアRC
ロータリーの友

地区代表委員

横倉利夫様

東京日野RC会長

西山尚之様

東京日野RC幹事

熊井治孝様

東京日野RC創立50周年記念式典実行委員長

■ご挨拶

横倉利夫様

私は小島会長と多摩市の中学で同級生です。小島会長朝倉幹
事年度が始まりました。おめでとうございます。今日は50周年
記念式典実行委員長と幹事で訪問しました。よろしくお願いし
ます。
水野さんガバナー就任おめでとうございます。ご期待もあると
思います。日野RCも微力乍ら応援する所存です。
■ご挨拶 熊井治孝様
50周年式典準備も順調に進んでいます。渡邉さんにはお世話
になっております。2016.4.20京王プラザホテル八王子で開催
します。お願いがあります。飛火野RCの皆さんには全員登録
をお願いします。

●親睦委員会活動報告 谷 和彦委員長
親睦旅行は9月に予定。食事会・観劇会を行ないます。誕生日・
記念日プレゼントは従前どうりで、クリスマス会は会員の年令
も上がり子供達も成長し一緒に来ることもなくなりました。お
孫さんが成長しておられると思いますのでぜひ御一緒して下さ
い。今年度もニコニコ大賞を贈ります。
■卓話講師依頼主旨
会員増強を図りたく、この数年会員増強された町田サルビアRC
の井上さんにお声をかけさせていただきました。増強で財政を
豊かにしたいと考えます。活動計画で3名増強ですが、年度末に
は30名の大台に乗せたいと思います。難しいかも知れません
が、本日例会で卓話をお聞きして増強をしたいと思います。
■卓話講師紹介

濱田宣郎会員

町田サルビアRC会員でロータリー歴20数年を超えるキャリアを
お持で、2011〜12年度の多摩南Gガバナー補佐で水野さんがバ
トンタッチされた。「ロータリーの友」地区代表で、水野ガバナー
から信頼されています。これからの活躍が期待されています。熱
心に増強されたノーハウをぜひお聞きしたいと思います。
●卓話「会員増強について」

井上直行様

水野年度が始まり成功裏の内に進むよう、クラブ
一丸で引っ張っていっていただきたい。水野さん
から指名され「友」の地区代表委員になりました。
「友 」を精 読して 下さい。毎月25日頃 届きます。内 容 はグ
ローバルな横書き活動記録等の縦書きです。会長幹事はでき
■親睦委員会
ニコニコ報告 谷

和彦委員長

るだけ読んで、例会で2〜3分記事を紹介して下さい。嫁さん
が食事を作って食べさせてくれるように「友」を読む事は活

■出席委員会
出席報告
梅田俊幸委員長
規定審議会で改定がありました。出席率に関する規定です。

動して行く上で参考になります。と話されてから本題に話を

■会長報告 会長 小島 明
特に報告はありませんが、水野Gより正式の機関ではないが、
RLI（ロータリー・リーダーシップ・インスティテュ−ト）委員会
委員を、各クラブにお願いしメンバーが決まったので紹介をと
要請がありました。紹介します。

町田は42万市民が住みRCは4クラブあります。町田RC60名、

進められた。
町田サルビアRCは、ここ数年「会員増強」に取り組みました。
町田中RC35〜6名、町田サルビアRC31名、町田東RC24〜5
名です。サルビアは87年発足時50名が3年前には23名になり
このままでは20名を切り事業をするにも大変で雰囲気も悪く
なりクラブの存在が危ぶまれる深刻な状況でした。来年30周

7月
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年を迎えますが、そこでどうしょうかとクラブリーダーシッププ

ご挨拶に横倉、西山、熊井３名で伺いました。新たな年

ランで委員会を設けました。委員会の委員が1名のところもあ

度、宜しくお願い申し上げます。

りました。まず会員増強をやらねばという事になり、委員会が
リーダーシップを取り、毎回会員増強を話す事にしました。全

本田

誠さん・・あついと言うのはやめましょう。

小髙俊明さん・・町田サルビアロータリークラブ井上直行様本日の
卓話どうぞよろしくお願いいたします。日野ロータリーク

員を組織委員会に入れやっていくしかないと決め、全員参加で

ラブ横倉会長、西山幹事、熊井様本日はご来訪いただき

会員増強委員会を毎月１回第3月曜の7時から、1時間から1時
間半会議でリストを作り、増強委員会に出たら出席扱いにし

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
河野和正さん・・町田サルビア井上様、よくいらっしゃいました。卓

て、会員候補情報を出して取り組みました。31名になりました

話をよろしくお願い致します。大変暑くなりましたので、

が、10年未満が14名でそれも3年未満が14人です。ですから危

体に気をつけて下さい。

険もあり退会も考えられますので、ロータリーとは何かを話し
合っています。今、平均年令59才、28年在籍のチャーターメン
バー4名です。20年以上20名、10〜１9年6名、10年未満（3年

星野幸夫さん・・猛暑、今日は熱中症にならないよう冷房に入って、
水分を補給して、じっとしていることにしています。
藤野益夫さん・・新潟の上越市では３８°Cを記録したそうです。
（１３日）今日も暑くなっています。井上さん猛暑の中、よ

未満）14名です。どうやって入会させたかですが、20年以上の
会員が法人会・商工会議所・振興会等を通しての付き合い、知

うこそいらっしゃいました。
濱田宣郎さん・・井上直行さん。ようこそ！毎度お世話様になって

り合った人が入会しています。ロータリーは何をやっているか

おります。サルビアロータリークラブの会員増強のノウ・

との問いにも、奉仕活動・親睦活動が好きで楽しくやっている

ハウ（know-how）を詳しくお伺いしたいと存じます。本
年度は ロータリーの友 地区代表委員としてのご活躍

と誘っています。とにかく「汗を掻う」を合言葉に、身寄りのな
い子、障害者支援のふれあいコンサート・サッカー等手間暇を
掛けています。祭りには御輿を出して担ぎ、鶴見川の清掃等い
ろいろな活動をしています。クラブ内では、暑気払いなどにも

も期待しております。
長谷川嘉則さん・遅くなってしまってすみません。
大塚洋晃さん・・昨日と今日、この暑さ身体がもちません。
栗山

令夫人に来てもらうなど婦人をお呼びしています。炉辺をやっ
ています。炉辺では例会時に話せない仕事の話や世間話を出
し合います。今も候補者を数名誘っています。入る人は1〜２回
の話し合いで興味があれば入会します。この3〜４年で13〜14
名迎えていますが40〜50代の方です。例会はホテルです。2〜
3年前から第2週と最終週を夜間例会にしています。40〜50代
の人は交際範囲も広く新たな候補者を揚げますが、60〜70代
になるとやはり現役からの引退等の理由からそれは減ってき
ます。ここ数年退会者がいません。大切な事はいかに入会した
会員を育てるか、ロータリーを学んでもらって歴史を知っても
らうかです。これも退会防止になります。女性会員はいませ
ん。創立時の村野特別代表が「ロータリーは男のロマンだ」と
いわれましたが、考えねばなりません。今入会された会員が、
新たな会員を誘ってきています。若い人が同年代の人をと相乗
効果が出ています。奉仕と親睦で人間関係を築いて感動すれ

博さん・・町田サルビアロータリークラブ、元ガバナー補佐
の井上様よろしくお願いいたします。

平

良信さん・・今日は、我家の裏でとれたミニトマトをお持ちしま
した。地元のお祭りは、天気が良すぎて二日間汗びっ
しょりでした。どんなに飲んで、食べても決して太るよう
なことはありません。

平吹正義さん・・小島、朝倉丸の出航を祝して！
梅田俊幸さん・・暑い日が続きますので皆様ご自愛下さいます様に！

ニコニコBOX

本日50,000円

累計150,000円
本年度目標額1,200,000円 達成率1.2％

出席報告 総数
第1258回 26
第1256回

27

※今週のメークアップ

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
18
5
−
3
88.46％
21

安西さん
黒川さん
※先々週の後メークアップ なし

4

0

朝倉さん
水野さん

2

92.59％

馬場さん

ば入会してもらえます。
●謝辞

会長

■閉会点鐘

小島
会長

明
小島

明

ニコニコメッセージ
東京町田サルビアロータリークラブ
井上直行様・・本日は卓話でお世話になります。よろしくお願い致
します。
東京日野ロータリークラブ
横倉利夫様・・本日は東京日野ロータリークラブより年度替わりの

トピックス
1.7/13猛暑新潟県上越市で38.5℃。その他35℃以上の猛暑日
になったのが、全国の観測地点1040地点の10％120地点で。
7/14も各地で猛暑日になる。因に世界最高気温は102年前、ア
メリカのデスバレーで56,7℃を観測。
2.7/16モスクワで行なわれたフェンシング世界選手権で太田
雄貴が男子フルーレで金メダル、
3.7/17NASAが探査機「ニューホライズンズ」が撮影した冥王
星の衛星「カロン」の詳細な画像公開、14日1万7000キロの距
離から撮影したものにいくつものクレーター写っているほか最
上部のクレーターの内部 に巨大な山があるのがわかった。
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