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2015年 7月21日（火） 第1259回 通常例会「クラブ協議会」合同例会

R I 会長 K. R. ラビ ラビンドラン

於：高幡不動尊客殿

■司
会 SAA委員会 平 良信委員長
■開会点鐘 会長 小島 明
■ロータリーソング「それでこそロータリー」
今月の歌「われは海の子」
ソングリーダー 渡邉良勝会員

はありません。緊張をほぐしリラックスできる例会前の歌は

■お客様紹介 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幹事
山口徹雄様

チョイスで演歌・歌謡曲・軍歌等も歌いました。今はSAが選曲

■ニコニコ報告
クラブ管理運営委員会

馬場弘融委員長（メッセージ後記）

クラブ自慢です。
●本田会員
自宅の書斎には今月の歌の歌詞が 積まれています。「今月の
歌」の歌は毎週・２ヶ月で変えた事もあります。SA・会員の
しています。会場設営ではSAが1時間前から準備しますがホテ
ル等では整っていますのでかって会場変更も話題に上りまし
た。例会はSAが絶大な力を持ち今年度「四つのテスト」黙読な
ど手作りの例会は自慢できます。
●渡邉会員
1〜2月は毎年高幡不動から離れて例会になります。ロータリ−

■出席報告
出席委員会 梅田俊幸委員長（報告内容後記）

ソングに続く「今月の歌」は3世代で歌えます。又、歌は全員が

●会長報告

したが、会員も少なくなり戻すのが大変になり今はやってませ

会長

小島

明

先に行なわれたプロアマチャリティゴルフの礼 状・CDが 届
いてます。
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.7/17第1回会長・幹事会がパークタワー東京であり、小島会
長・朝倉幹事・水野ガバナー・本田地区代表幹事・渡邉地区幹
事・馬場地区大会実行委員長出席。席上、田中作次RIパスト会
長の著書「日本一の紙問屋をつくりあげた田中作次のチャレン
ジ」を頂きました。
2.地区のR財団委員会・地区ポリオプラス委員会が「全国ポリ
オプラス全国ロータリー・ポリオラスプログラム研修セミナー」
日時：8月23日 AM10:00〜PM4：00 於：増上寺講堂で開
催します。
3.ローターアクト記念誌が届いたので回覧します。
4.プロアマチャリティゴルフの礼状とCD回覧します。
5.東京八王子東RC・日野RCから活動計画書が届きました。
■クラブ協議会「IM クラブ自慢について」司会 幹事 朝倉邦雄
クラブ協議会開催にあたり、会長より主旨説明を頂きます。

息をあわせる事が出来ます。昔はテーブルを並べ変えたりしま
ん。会員減少はやりたい事もできなくなります。昔は美味しい
物を食べたいがあえて1000円の食事を500円にして余ったお
金を寄附にまわしたが、今は財政的に厳しく節減せざるをえな
いのが実情です。
●濱田会員
飛火野の会員は大変仲が良いと思います。大勢だとどうしても
グループが出来てしまい派閥のような状況が生まれます。今は
大変和やかにやっているのではないでしょうか。これはクラブ
自慢です。
●水野会員
結婚記念日のお肉が届くと渡辺さんを思い出します。飛火野
は濱田さんがいわれたように仲が良いです。クリスマス家族会
は奥様の協力も得やすく・いろいろ奉仕活動に参加される本
田さんの奥さんのようにクラブの活動に奥様の協力がいただ
けてるのもクラブの自慢ではないでしょうか。
●星野会員
昔と今の違いは炉辺が少なくなったかなと感じられます。炉辺

●小島会長

で例会では話せない事を話し合うのも親睦を深める上で大事

今秋行なわれるIMで、先にお伝えしたように「クラブ自慢・例

かと思いました。これからそのような会合を増やしてゆければ

会自慢」を、各クラブ8分間行なう事が実行委員会で決まりま

思います。

した。今日はクラブ自慢について皆さんから意見をお聞きした

●藤野会員

く協議会を設けました。

職業分類の多様性が、私のような市民ではない会員が積極的

●馬場会員

に例会に出席する気を持たせています。税理士会員の卓話は

例会時のロータリーソングに続いて「今月の歌」を全員で歌

傾聴に値したし、市会議員会員の市政報告は自身の職業上か

います。大きな声で歌うことで 和やかになります。いろいろ

らも大変参考になります。メンバーは少ないが多様な職業の経

な組 織・会でも 歌いますが、慰める歌 を会 議 の前に歌う事

験豊富な会員で構成される飛火野は自慢できます。

7月
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●小髙会員

ニコニコメッセージ

入会して8年程で、何も判らない中でいろいろ親切にしても

小島

そ。よろしくお願い致します。

らって、今日を迎えています。会社の中などではグループが
在りますが、飛火野にはありません。大いに自慢できるので

明さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事ようこ

朝倉邦雄さん・・先週は休んでしまい、ご迷惑をおかけいたし

はないでしょうか。

ました。今年のかぜはノドにくるようです。皆様、お気

●朝倉幹事

をつけ下さい。

6〜7年経ちます。幹事を3回やってます。国際大会などの手

水野

功さん・・いよいよ公式訪問が始まります！暑さに負けず頑
張ります。井村さん、山口さんよろしくお願いします。

配で多忙です。祖父は日野RCのメンバーで私もメーキャッ
プでついていきました。ロータリーは頼まれたら「ノー」と

本田

いわない、と思ってお声を掛けていただくと引き受けていま
す。体調悪いとフォロー頂いてます。地区に出ても仲がよい
といわれます。飛火野も少人数で構成年令も上がっていま

になります。
濱田宣郎さん・・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。水野功ガバナーの支援、協力

す。日野RCは平均58才で飛火野は67才です。若い人に入
会を呼び掛けたい。
●講評

誠さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事お世話

宜しくお願い致します。
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

井村廣巳様

IMにご協力頂きありがとうございます。ソング
リーダーへの委嘱状いいですね、クラブ訪問をし
てきましたが、ここは落ち着きます。ホテルの会場
も外の景色が見えず落ち着きません。これまで飛火野の水
野年度に向けたイベントを見て団結力を感じます。小島会長
は「原点に立ち戻り、奉仕の在り方を考えよう」をテーマに

そいらっしゃいました。
渡邊良勝さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事本日は
宜しくお願い致します。
星野幸夫さん・・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。
小髙俊明さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事本日は大変
お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。

掲げました。ロータリーも変えてよいもの、変えてはいけな
いもの、変えて行かねばならないものがあります。クラブ運

大塚洋晃さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事、本日

営も考えてゆかねばと思います。出席率は、例会の在り方等
を見直しグループ内で90％をめざしたい、クラブから地区に
多くの会員に出ていただきたい。IMは4/10に第1回5/25に

は宜しくお願いいたします。
河野和正さん・・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。今日はよろしくお願い致しま

第2回の実行委員会を行ないました。テーマは「エンジョイ

す。日野高校は惜しくも５回戦で敗けましたが大変強

ロータリー」です。11クラブのクラブ自慢・例会自慢を報告
します。日野RC小倉会員が実行委員長に就いています。ガ
バナ−補佐の役割とは、グループ内の効果的な運営をするた
めガバナーに代わって、会員基盤を維持拡大、地域社会に報
仕活動を、寄附・財団支援、に努めることです。クラブから
「奉仕活動をしているが補助金を貰えない」という声を聞き
ますが、補助金委員会に聞きますと資金はありますとの回答
を得てますので準備を整えて申請してください。効果的運営
にはクラブレベルを超えて新しいリーダーを育成し、有能な

いチームでした。頑張れ！日野高校！
馬場弘融さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事ようこ
そ。水野ガバナーをよろしく頼みます。
平

良信さん・・暑くて暑くて・・・もう夏やせしそうです。聞くと
ころによると、夏やせしたい人もいるようですが・・・。

藤野益夫さん・・井村ガバナー補佐、山口グループ幹事、今日も
暑い中ようこそ！今日の協議会アドバイスをいただけ
ればと思います。

人材を育てる事が必要です、クラブで役立つような運営をし

ニコニコBOX

てもらいたい。
●山口徹雄様
My Rotaryについて、御持参の資料で解説頂いた。
●まとめ

会長

小島

明

皆さんから、いろいろなクラブ自慢が出ました。もう一度協
議会を持っても良いのではと思います。
■閉会点鐘

会長

小島

出席報告 総数
第1259回 26
第1257回

26

本日42,568円

累計192,568円
本年度目標額1,200,000円 達成率16％
出席 MU前 MU後 欠席 出席率
18
4
−
4
84.61％
21

※今週のメークアップ 安西さん
※先々週の後メークアップ なし
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明
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