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『イニシエーションスピーチ』山下雅弘 君 ・ 会員増強について

≪例会プログラム≫

【 会長挨拶：米山梅吉さんに学ぶ−東京ＲＣ創設 】森岡 弘通 会長

【司会】
山口 徹雄
会場設営委員

米山さんが『新隠居論』を書いた理由は、日本の近代化に
付着した、あまりにも不公平な新しい門閥制度の存在が
実業界にも弊害をもたらしている事や、欧米の成功した

【点鐘】
森岡 弘通 会長

実業家が社会福祉活動に強い関心を持っている事。
その一方で、渋沢栄一の古希を迎えての引退を反省して

【ロータリーソング】
『奉仕の理想』

みること等にあったといえる。
この新隠居論が恐らく一つの引き金となって米山さんは日本のロータリアン
第１号の福島喜三次さんと懇意になり、１９２０年に日本最初のＲＣの、
東京ＲＣを設立した。地縁･血縁から自由となり、同じ志を持つ者が対等な

【ヴィジター・ゲスト紹介】
増田 榮一 君（品川ＲＣ）
安西 清 君（飛火野ＲＣ）
ﾗｸﾏﾝ･ﾍﾞﾃｨ･ｸﾞﾝﾀｰ君(米山奨学生)

立場で仕事や社会を語り、
社会福祉や公益事業の推進に協力し合う新しい仲間
組織の結成であった。しかし最初の頃、クラブ運営は必ずしも順調ではなく、
定款や細則への関心も低く、ロータリーへの理解も十分とは言えなかった。
それを大きく事件があるのですが、その話は次回にお話します。

【 幹事報告 】

【奨学金贈呈】
森岡 弘通 会長

疋田 久武 幹事

【ニコニコ報告】
飯作 金彦 親睦委員

・7/22(水)新宿のホテルハイアットで第 1 回２７５０地区
会長･幹事会に出席してきました

【出席報告】
岩田 孝支 出席奨励委員長

・7/26(日)豊田駅前で開催された第９回ひのよさこい祭り

【前年度出席委員会】
和田 達也 前年度出席委員

開会式に会長が出席しました。
・ＲＩの 8 月のロータリーレートは『1 ドル＝94 円』です。

【イニシエーションスピーチ】
山下 雅弘 君

・ガバナー事務所夏期休暇は 8/12(水)〜16 日(日)です。
・都立五商よりインターンシップ受け入れのお願いが来ています。
・ポリオ撲滅チャリティーコンサート開催報告が来ています。

【 前年度出席委員会 】

和田 達也 委員

前年度皆勤賞 １５名
前年度努力賞
５名
前年度出席委員長の小島さんから、
一緒にお風呂に入るのが夫婦円満の秘訣。
『角質（確執）が取れる！』という事で
入浴剤のプレゼントです。

【会員増強について】
小宮 延雄 会員増強委員長

【 奨学金贈呈 】
森岡弘通 会長
↓↓↓
ラクマン 君

【 イニシエーションスピーチ 】
＜ 山下 雅弘 君 ＞
１９７７（昭和５２）年８月２２日生まれの３１歳です。
北海道の小樽市という、海と山と青い空がある自然の中で育ちました。
小さい頃は、好奇心旺盛で良い子だったと思うのですが・・・。
小学校５年の時に先生に可愛がられていた女子にイジメられ、グレて行きます・・
母は度々学校に呼ばれ「このままだとヤクザになりますよ！」と言われたそうです。
普通の親だと、更生させようと思うのでしょうが、母は「昔の不良は、勉強が
出来すぎて、学校がつまらないから、チョットはみ出した事をした」
「最近の不良は、勉強が解らなくて面白くな
いから、非行に走る」
。という事を言いました。
それともう一つ「人様に迷惑を掛けること。自分で責任が取れない事はしちゃいけないよ」と言われました。
そこで「勉強も出来る不良になろう」
「弱いものイジメはしない」
「カツアゲ・万引きはしない」と決心しました。
何とか中学校に進学し、バドミントンとの運命的な出会いがあり、不良よりスポーツ選手の方がカッコイイと
気付き、無事に更生できました。
（それでも先輩が何度となく教室に訪問してきましたが・・・）
そして何とか、高校を卒業し、中央大学に入学します。それ以来、日野市に住みついているわけです。
大学時代もバドミントンに明け暮れていましたが、部活には入れずサークルでしたので、バドミントンでプロにな
る夢は断念しましたが、その分、色々と視野が広がったと思います。
２０００年に卒業し、先物取引の営業を１年経験します。その後、起業し、ホームページ制作を始めたのですが、
最初の１年は全く仕事が無く、潰れかけていた所を、小倉さん・阪口さん・野村さんに助けて頂き、今日まで
続いております。環境に恵まれ、若い頃から皆さんに揉まれる事で、飛躍的に成長できたと実感しております。

＜ 会員増強について ＞ 森岡会長・小宮委員長・後藤委員
ロータリークラブの会員資格は、
イ）社会的に有益な事業または、専門職務に携わる者。
ロ）かつてそのような職務にあって、現在は退職している者。
ハ）地域社会において有意義なボランティア活動の推進者である。
会員選考基準は、善良な成人であって、職業上および(または)地域社会で良い
評判を受けているという事ですので、その前提で、小宮さんのお話を聞いて下さい。
・会員増強・退会防止委員会として、自分が入会させて頂いた時のことを思い出しますと、
３年間で５０回も職場に訪れて熱心に勧誘して下さったロータリアンの力だと思います。
・幅広く会員増強を進める為、職業分類表で未充填の所を特に増強し、ＲＣでこんな会員が
いたら便利と感じる所を増強していきたいと思います。
・昨年度に続き会員増強推進アンケートを作成しますので、会員候補推薦にご協力下さい。
日野市及び近隣の八王子市・多摩市などの元気な企業や個人をご紹介下さい。
今、日野と飛火野で７０名余の会員がいますが、真面目で人柄の良い人が集まっています。
これら２クラブの活動は地域のニーズに立派に応え、ロータリーの信頼性を高めてきたと
考えています。今こそ、胸を張ってロータリーを勧めても良い時期だと思います。
いや、やるべき時だと思います。
友人、知人、また、皆さんやご家族がよく利用するお店や会社、目に付く雰囲気の良い
事業所など・・声を掛けてみて下さい。

【 ニコニコ報告 】 熊井 治孝 親睦委員
本日のニコニコ： 26,000 円／累計 157,000 円
ビジターフィー：
増田榮一

君(品川 RC)

森岡弘通

君

4,000 円／累計

8,000 円

平素山下君が大変お世話になっております。有難うございます。

日野高校野球部、昨日は残念でしたね（日大三校に６対７で敗れた）
。
しかし、西東京大会の準決勝に出場したことは賞賛に値します。

疋田久武

君

山下さんのイニシエーションスピーチを楽しみにしております。

福井長行

君

ご無沙汰しています。毎日蒸し暑い夏が来ました。
岩田さんに勧められ、ビッコを引きながら来ました。

後藤一郎

君

山下君卓話楽しみにしています。安西さんご馳走さまです。

谷井正剛

君

前年度皆勤賞ありがとうございます。会員同士の会話を楽しみに出席させて頂きました。

山口徹雄

君

宮里藍の優勝を祝して。

飯作金彦

君

山下雅弘会員のお父様ようこそいらっしゃいました。又、山下君の卓話もよろしく。

岩田孝支

君

昨年度全出席して、出席委員長の小島さんに記念品をいただきました。

藤巻秀和

君

私の祖母が 7 月 23 日に 100 歳を過ぎて他界しました。一世紀を生きた祖母にバンザイ！

山下雅弘

君

今日は僕の恥ずかしい生い立ちを暴露します。皆さん寝ていて下さい・・・。

ゴルフ会

入賞されたプレーヤーよりニコニコを頂きました。優勝＝後藤･２位＝西島･３位＝野村
取切戦優勝＝後藤。尚、総会には森岡会長にも参加して頂きまして、情報炉辺を開催。
ＲＣならではの活発な意見が飛びかっていました。参加者はメーキャップになります。

浜田政幸 君
ニコニコの予約。
※秋間会員令夫人の明子さんから、誕生祝へのお礼状が来ています。

【 出席報告 】岩田 孝支 出席奨励委員長
＜事前のメーキャップ＞
小倉裕美 君（理事会）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

和田一男 君（情報委員会）
渡邊章郎 君（親睦委員会）

欠席

出席率

本日報告

42
(9)

28
(6)

事前(5)

6

84.62 %

前回訂正

42
(9)

27
(3)

(5)+0

4

88.89 %

前々回訂正

42
(9)

32
(4)

(0)+1+0

4

89.19 %

藤林良昭 君（旧理事会）
松田忠泰 君（八王子南ＲＣ）

ＭＵ

【 今後の予定 】
■8 月 5 日■

月例祝賀・卓話『日野の野鳥たち』 飯塚利一 様

お食事：日野寿司

■8 月 12 日■

休会（お盆休み）

■8 月 19 日■

卓話『文永の板碑』 川澄祐勝 様

お食事：花藤

■8 月 26 日■

卓話『バングラディシュの水の現状』 小澤一昭 様

お食事：開運そば

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC
8/11 休会・8/25 夜間例会
・八王子 RC
8/13 休会・8/27 夜間例会
・八王子北 RC 8/10→8/21 振替・8/17 休会
・多摩 RC
8/11 移動例会・8/18 休会
・稲城 RC
8/13 休会・8/27 移動例会

例会場：日野ＲＣ事務局 ／
・8/ 8(土)
・8/22(土)

時間：19:00〜20:30

第 904 回例会
第 905 回例会（移動例会の予定）

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・阪口茂・左門左兵衛
保土原啓・山下雅弘

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

