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2016年 7月5日（火） 第1304回 通常例会 理事会 活動計画発表Part1 於：高幡不動尊客殿
■司

会

会場設営委員会

■開会点鐘

会長

馬場

平吹正義委員長
弘融

■ビジター紹介 会長 馬場 弘融
年度当初の例会で新入会員を紹介できるのは
大変な喜びです。
加藤善己さん 守重昌之さん 吉崎直司さんです。入会式
後に一言挨拶をお願いします。
■委嘱状交付 会長 馬場 弘融
ソングリーダー 本田 誠会員 渡邉良勝会員 朝倉邦雄会
員
会計監査人 本田 誠会員
2750地区委嘱状 地区幹事 渡邉良勝 ガバナー月信・年次
報告委員 小髙俊明
■国歌

ロータリーソング「奉仕の理想」「四つのテスト」

今月の歌「夏は来ぬ」斉唱
♪ソングリーダー

朝倉邦雄会員

■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
栗山 博副委員長
ニコニコメッセージ紹介
栗山 博副委員長
月例記念品贈呈・該当者紹介 本田 誠委員長
■出席報告 出席委員会
報告 内容後記

長谷川嘉則委員長

■会長所信表明・報告 会長 馬場 弘融
会 長を務めさせて戴きますが、復 帰して4 年目になります。
チャーターメンバーですが16年離れましたので、クラブに対す
る認識にずれを感じる方がおられるかもしれません。一生懸命
務めます。前年度は水野ガバナー年度で、地区大会もあり何か
と忙しく頑張り過ぎた一年で、余裕がありませんでした。そこ
で今年のテーマは「職業・役割から、にじみ出るようなサービ
スをもって、和気あいあいのクラブにしよう」にしました。ロー
タリーの基本は職業奉仕にあると思っています。加えて、クラ
ブや地域から与えられた役割も大切にしたいと思います。でも
無理しない方がいいと思ってます。自分の仕事や与えられた役
割を楽しみながら、じわーっとにじみ出るようなサービス（奉
仕）を心掛け、そして、自然にみんなの和が広がればよいので
はと思います。「和気あいあいのクラブ」にいたしましょう。こ
の一年の基本を 寛容、信頼、笑顔、品格の4つの言葉で表わ
しました。
寛容は人間関係の基本で他人の在りようそのまま受け入れ、
議論はその後でいいので、世界平和に繋がります。信頼は他人

を認めることで、頼ること、任せることでクラブ運営の基本で
す。笑顔は自分も他人も気持ちがよいもので、和気あいあいの
基本です。品格はロータリーの、そして心豊かな人生の基本で
す。高い倫理意識とともに、品性を忘れないようにしたいもの
です。以上が今年度のクラブの基本です。各委員会は委員長
の指導の下それぞれの役割を担って下さい。年度の初めのう
ちにメンバーの「和」深めるため、また会長の考えをお伝えす
るため、例会のある夜など炉辺会合が設けられたらうれしいで
す。合同でもよいと思います。1年間一生懸命務めますのでよろ
しくお願いします。
●報告事項
1.入会金廃止の事
2.RI人頭分担金のこと（芝RCからの問いかけについて、水野
PGと私で協議します。）
3.その他は河野幹事より報告があります。
■幹事報告 幹事 河野和正
今年一年間よろしくお願いします。例会前の理事会の決議協
議事項と御案内などを報告します。
1.理事会報告
a.関係諸団体への寄付金・協力金・分担金については例年どう
りとする。
b.ホタル観賞会会場の草取りについて、今年度は会員も参加する。
c.コスモスアベニューの種蒔きから除草等一連の活動をPRする。
d.RIから制定案16-99 2017年〜19年に掛け毎年4ドル人頭
分担金増額がされ2019年以降は現在の56ドルから68ドルに
増 額される事が 提 案され裁 決されたが、地区内の 千 代田グ
ループが反対表明、同グループの東京芝RC会長より当クラブ
にも同調を求める文書が届きました。理事会で馬場会長が水
野PGと協議することを確認した。
（ロータリーの友6月号P18
規定審議会レポート）
（関連記事ガバナー月信6月号P18）
e.入会金について、規定審議会で廃止がきまりましたが、今年
度はいただくが次年度以降は協議する。
f.先に開かれた多摩南G・IM実行委員会で前年と同じく「我ク
ラブの奉仕事業」報告が決まったので対応して戴きたいと小高
IM実行委員より提起があり、協議の結果レポートテーマは「夢
ふうせんBBQ」アナウンスは谷会員が行なう。
j.マイロータリー登録はいずれ例会で行なう。
2.日野RCから50周年事業の礼状が届いたので回覧します。
3.バギオ基金から礼状が届きましたので回覧します。
4.社会を明るくする運動」の資料を戴きましたので回覧します。
5.新会員のオリエンテーションが8月24・30日開催されます、
どちらかに出席して下さい。

■新入会員入会式
馬場会長より新会員の加藤善己会員、守重昌之会員、吉崎直
司会員にロータリーバッヂと記念品が贈られた。式典後3人か
ら次のスピーチをいただいた。
加藤会員からは地元でウナギを食さない事と秋篠宮様が大学教
授と共に見えた事。森重会員から工務店を営んでいます。新鮮な
気持ちでできる限りやって行きます。吉崎会員からは自動車の板
金塗装を営んでいます。父が皆様にごひいきを戴いてますが私
も負けないように頑張りますのでよろしくお願いします。

■クラブフォーラム

活動計画発表Part.1
司会

●会場設営委員会

幹事

河野和正

平吹正義委員長

馬場会長の方針を受け例会を笑顔で迎えられる楽しい場つく
りのために協力したい。前年度SAA平委員長が「四つのテス
ト」を掲示し黙読しましたので、今年度も引き継いで更に「四つ
のテスト」の歌を取り入れ歌います。食事メニューも変化を持た
せます。
●出席委員会

長谷川嘉則委員長

活動の原点は出席です。出席を厳しく会員に求めて行きます。そ
の上で交流の場を広げクラブの活性化につなげたい。また、メー
クアップを奨励し、常に90％をこえる出席率をめざします。
●親睦委員会

本田

誠委員長

馬場年度の基本方針を受け止め、会員・家族の親睦を深め楽
しいクラブ運営を基本方針に据えました。新たに工場見学会
を企画、グルメツアーを復活させたい。ニコニコボックスはク
ラブの奉仕活動に投入される大きな財源で優秀コメントを表
彰したい。
●クラブ広報委員会

藤野益夫委員長

会長の掲げたターゲットを委員会としてフォローし、公共イ
メージアップに奉仕活動を地域メディアに取材を依頼します。
屋外での奉仕活動には幟、横断幕を揚げＰＲし存在感を示し
たい。可能であれば地域の小中学校に標語等を記したサイン
を寄贈したい。
●会員組織委員会

早川忠男委員長

生沼さん、安西さんと最強のメンバーで活動します。今期は既
に3名入会しています。前期で純増２名を目指したい。下期で
増やしても今期の実績にはならない。会員増強で単純にふえ
たふえたと喜んでいいのか疑問を感じます。職業分類を厳格に
した上で空白を埋めたい。この活動報告の委員会の関連で会
員脱退防止推進委員会と会員選考委員会が印刷されているが
勝手に加えられたもので私から入れてとは言ってない。

ニコニコメッセージ
馬場弘融さん・・これから一年会長を務めさせて頂きます。よろしくお
願いします。
河野和正さん・・本日から、馬場・河野丸の出航です。まだ、未熟ですの
で座礁したり沈没しないようにご協力をよろしくお願い致し
ます。１年先の向こう岸に着くまで見守って下さい。
朝倉邦雄さん・・馬場会長。河野幹事１年間よろしくお願いいたします。
星野幸夫さん・・馬場・河野丸の出航。幸多かれと祈る。
小島 明さん・・馬場・河野丸の船出を祝して。
大塚洋晃さん・・馬場会長、河野幹事、
１年宜しくお願いいたします。
栗山 博さん・・初めてバスで例会に出席。神明から２６０円でした。
バスの乗り方が分かりました。何事も経験！新年度よろしく
お願いします。親睦委員で〜す。
平 良信さん・・馬場会長・河野幹事、新しい船出を祝って。
藤野益夫さん・・馬場会長・河野幹事よろしくお願いいたします。東京商
工リサーチが調査したところ、上場企業の役員で１億円以上の報
酬を得た人が４１４人いたそうです。富裕層が増えています。
小髙俊明さん・・馬場会長・河野幹事、これから１年間よろしくお願い
いたします。全力で応援させていただきます。
加藤善己さん・・今月より再入会いたしましたので、よろしくお願いします。
天野武雄さん・・本日は同町内会の加藤善己さんが会員となりました
ので皆様よろしくお願い致します。＊田植して、カエルとツバ
メ飛んで来る。
平吹正義さん・・馬場・河野丸の出航を心よりお祝いを申し上げます。
加藤さん、守重さん、吉崎さん入会おめでとうございます。
長谷川嘉則さん・馬場年度の出席委員長として頑張ります。きびしく
しますので、宜しくお願いします(笑)
早川忠男さん・・出かけのトラブルで、わが社で本田さんも出られない
でいます。ごめん。
濱田宣郎さん・・馬場・河野丸の輝かしい船出に幸多かれと心より祈
念致します。
黒川高徳さん・・馬場・河野丸の船出。１年間宜しくお願いします。加
藤、吉崎、守重お三方の入会おめでとうございます。紫陽花も
来週明けには花を切ってしまいますので、今週までに見納め
下さい。誕生月なので。
渡邉良勝さん・・馬場さん、河野さん、
１年間宜しくお願いします。
安西 清さん・・新しいスタート頑張って下さい。なお、今イチロー２９
９０本を代打２ベース達成。
本田 誠さん・・馬場年度の船出に乗り遅れました。平吹SAA委員
長、栗山親睦副委員長には大変ご迷惑をおかけしましたので！！

出席報告 総数
第1304回 28
第1302回

27

ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
24
2
−
2
92.86％
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本日76,000

0

3

88.88％

累計76,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率6.3％

※今週のメークアップ 水野さん
※先々週の後メークアップ なし

谷さん

▲トピックス
1.年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF)2015年度決算で年金運
用損失5兆円超。
2.路線価8年ぶり増、国税庁1日相続税や贈与税の算定基準となる土
地の路線価公表、標準宅地の評価基準額は全国平均で前年比0,2％増
となりました。単純比較で08年分以来8年振りにプラスに転じた。
3.7月1日 バングラデッシュの首都ダッカで、武装した集団が飲食店
を襲撃、日本人7人を含む20人が死亡、IS犯行声明出す。
4.米国NASAが5年前打ち上げた木星探査機「ジュノー」が,4日木星を
周回する軌道に入りました。
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