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夜間例会：
『イニシエーションスピーチ』
【 会長挨拶 】

≪例会プログラム≫

森岡 弘通 会長

1 月 16 日(土)八王子北ＲＣ主催の「ふれ愛コンサート」に
参加いたしました。都立片倉高校、私立八王子高校そして、
八王子市清水小学校の見事な吹奏楽演奏、
ロータリーの青少年交換学生によるソーラン節の踊り、
ＮＰＯ法人八王子ワークセンター(障害者授産施設)と
八王子ローターアクトによる授産製品の紹介等、盛沢山の
プログラムに大変感動しました。
前回の例会でお知らせしました、八王子ＲＣがホストクラブである、青少年交
換留学生のエジェさんがトルコのアンカラからの派遣生であるということで、
同クラブの堤会長から「2010 年トルコにおける日本年」について大変貴重な
紹介文をいただきました。災害時における個々人の善意や民間諸団体の奉仕
活動などの積み重ねが、国際親善の基盤をつくることを再確認しました。
1 月 23 日、ＢＨ中学生国内留学報告会の開催にあたり、新世代奉仕、会場設営

【司会】
藤林 良昭
会場設営委員
【点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『奉仕の理想』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
なし
【ニコニコ報告】
飯作 金彦 親睦委員
【出席報告】
松田 忠泰 出席奨励委員
【新世代奉仕委員会】
成田 恭隆 新世代奉仕委員長

や関係委員会の御尽力をいただき、ありがとうございました。当日来賓として 【イニシエーションスピーチ】
仲谷 政毅 君
出席されました、青木孝 ガバナー補佐、佐久間崇源 地区新世代部門委員長も
山村 侑偀 君
「行政との協力関係が運営上でも財政面でもしっかりと築かれた上で、事業を
継続されていることは大変すばらしく参考になった」と繰り返し話されており
ました。今年は、市長や助役のご出席はなりませんでしたが、日野市教育委員
会及び校長会との連携は一層強化されたと思います。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・2750 地区 親睦活動委員会よりのご案内。
3/6(土) ホテル･オークラで、第 2 回『趣味の交流会』を開催します。
（申込先ＦＡＸ：03‑5472‑2750 ガバナー事務所）
・東京銀座新ＲＣより、ポリオ撲滅チャリティー特別講演＆コーラス公演のご案内です。
日時／2010 年 4 月 16 日(金) 13:00〜16:20
場所／銀座ブロッサム
・ロータリー米山記念奨学会より「確定申告用領収書」が届いておりますので配布します。
・東京八王子ＲＣ、東京八王子西ＲＣより、例会変更のお知らせが来ております。
・1/28(木)と 2/3(水)は高幡不動尊へ出張の為、事務局は留守になります。
・2/10 日(水) 午後 5:30〜

日野寿司において、第 3 回クラブ協議会を開催します。

【 米山功労者表彰 】

【 新世代奉仕委員会 】成田 恭隆 委員長
会員の皆様のご協力により、

熊井 治孝 君（6 回目）

今年のＢＨプログラムを、

森岡 弘通 君

無事終了する事が出来ました。

疋田 久武 君

大変感謝しております。

【 イニシエーションスピーチ 】
＜ 仲谷 政毅 君 ＞
昭和４２年に、祖師谷で生まれました。立教大学卒業後、大和證券に就職しました。
１０歳から大学までサッカーをやっていましたが、当時に比べ現在は＋２０kg
今では走ることすら出来ません・・・。
現在は釣りが趣味でして、休日などは茅ヶ崎から海に出たりしています。
当然、魚は大好きで、お寿司が大好物です。
ウォール街という映画を見て、証券マンに憧れて、証券会社に就職しましたが、
映画と現実の狭間で悪戦苦闘しながら、今日まで仕事を続けている次第です。
証券マンらしく、今年の景気動向について話したいと思います。
【今年の不安材料】
① アメリカの住宅ローンの不良債権処理問題。
住宅ローンは７０％ほど下落し、底を打った状態ですが、不良債権処理による損失などが不安材料。
② アメリカの商業用不動産の不良債権化。
住宅ローンに比べて資金力の有る企業が保有している商業用不動産も焦げ付きはじめています。
こちらは４０％しか下落しておらず、さらに下落することにより、不良債権が増大しそうです。
【今年の明るい材料】
① 中国経済の立ち直りと、需要の復活。
バブル時の日本のように、中国元が世界の不動産を買い漁る可能性が高いです！

＜ 山村 侑偀 君 ＞
昨年１２月に入会させていただいてから、何回かしか参加していないのですが、
昔から会員だったかと錯覚するほど馴染んでいる感じです。
私は、北緯５０°近くの樺太の国境付近で生まれました。
樺太は良質な石炭が出る所で、父は炭鉱病院に勤めておりました。
そして、私が生まれて間もなく、父は召集を受け本土に帰ってきます。その後終戦を
迎え、私達は北見で生活を始めます。北見は戦前まで世界一のハッカの生産地で、
今では玉葱の生産量が日本一(２５％)で、真冬には−３０℃になる、日本で４番目に面積の大きな市になります。
高校は文武両道がモットーの学校で、男子は７２ｋｍマラソン、女子は４２ｋｍマラソンというのを、
毎年行っており「その位走れないようでは男ではない！」という教育を受けてきました。
大学進学で、内地に出てきて、卒業後に信用金庫に就職しました。
それから色々と時を経て、２年前から、明星学苑にお世話になっております。
趣味は登山で、３０００ｍ級までだったらＯＫです！
また、ゴルフもヘボですが、好きなスポーツですので、お相手お願いします。
これからも、末永くよろしく御願い致します。

【 ニコニコ報告 】 飯作 金彦 親睦委員
本日のニコニコ： 21,000 円／累計 644,735 円
ビジターフィー：

0 円／累計 12,000 円

森岡弘通

君

ＢＨ報告会が無事終了したことを祝して

疋田久武

君

夜間例会は楽しくていいですね！

奥野誠也

君

たまに、ゆっくりと夜間例会もいいですね。

昼間仕事もできるし。

イニシエーションスピーチ新鮮な気持ちになります。
.

仲谷政毅

君

今日はイニシエーションスピーチということで緊張しています。
不慣れで恐縮ですが、よろしくお願いします。

後藤一郎

君

仲谷さん、山村さん、イニシエーションスピーチありがとうございます。

岩田孝支

君

本年もよろしくお願いします。

成田恭隆

君

ブリティッシュヒルズ報告会も終了しホッと致しました。
本日会議の為、中座致します。

山下雅弘

君

昨日、青山ロータリークラブで卓話をしてきました。今回は遅刻せずにすみました。

【 出席報告 】松浦 信平 出席奨励委員
会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜事前のメーキャップ＞
谷井正剛君（理事会）
野村圭伊君（パスト会長会）
井村廣巳君（次年度多摩南グループ）

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

38
(8)

21
(2)

事前(4)

7

78.13 %

前回訂正

38
(8)

16
(0)

(5)+1

9

73.33 %

前々回訂正

38
(8)

22
(4)

(1)+1+0

10

70.59 %

山口徹雄君（ＳＡＡ・クラブ運営委員会）
＜先週のメーキャップ＞
松浦信平 君（ＳＡＡ・クラブ運営委員会）

【 今後の予定 】
■2 月 10 日■

『地域で生き生き・プロバス・クラブ』

八王子ＰＣ 杉山友一 様

■2 月 17 日■

『カンボジアの社会状況と、かものはしＰＪの取組』 かものはしＰＪ

■2 月 25 日■

『地区大会 〜原点に戻ろう、ロータリアンとして〜 』 グランドプリンスホテル新高輪

■3 月 3 日■

『特許と実用新案』

村田早耶香 様

≪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
・八王子 RC
・八王子西 RC
・八王子東 RC
・八王子南 RC
・八王子北 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

2/23
2/11
2/12
2/16
2/24
2/15

移動夜間例会 2/25 地区大会へ振替
祝日休会 2/25 地区大会へ振替
親睦旅行に振替 2/26 地区大会へ振替
合同例会(八王子北) 2/30 特別休会
地区大会へ振替
家族集会に振替 2/22 地区大会へ振替

・2/13(土)
・2/27(土)

時間：19:00〜20:30

第 916 回例会
第 917 回例会

※ 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・左門左兵衛・阪口茂
山下雅弘・仲谷政毅

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

