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飛火野ＲＣ合同例会・卓話『地域で生き生き、プロバスクラブ』
【 会長挨拶 】

森岡 弘通 会長

久しぶりの例会場での、３ヶ月ぶりの合同例会に、
御出席・ご協力いただきありがとうございます。
さて、エッセイストで作詞家としても有名な永六輔さんが、
３０年程前にラジオで次のように話されていました。
私(永六輔)が子供の頃、ある時から家の前の道を掃くよう
命じられました。一生懸命掃除をしてホッとしていると、前の家に住んでいる
うるさ型のおじさんが出てきて「坊や、自分の家の前だけキレイになればいい
のか。そんな了見では駄目だぞ」と嫌味を言います。そこで永六輔少年は、
次の掃除の機会には嫌味おじさんの家の前もすっかりキレイに掃きました。
するとまた、おじさんが出てきて「何で俺の家の前まで掃除するんだ。俺の
掃除の楽しみがなくなった」とまた文句を言います。

≪例会プログラム≫
【司会】
山口 徹雄
会場設営委員
【開会点鐘】
森岡 弘通 会長
【国家・ロータリーソング】
『君が代』
『奉仕の理想』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
東京八王子プロバスクラブ
副会長 杉山 友一 様
会 員 吉田 信夫 様
第２５７０地区
入間ＲＣ 後藤 賢治 君

腹を立て、おじさんを睨みつけると、おじさんはこう言いました「坊やは坊や 【ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長
の家の前を３分の２ほど掃きなさい。おじさんは、おじさんの家の前を同じよ
うに３分の２ほど掃く。そして坊やとおじさんが２人で一生懸命掃除した真中 【出席報告】
岩田 孝支 出席奨励委員長
の３分の１のキレイな道を皆さんに歩いてもらおうじゃないか。これが道の掃

【ゴルフ会】
板谷 誠一 ゴルフ会会長

き方だ」と。
六輔少年はおじさんを見て「その通りだ」と大きくうなずいたそうです。

【卓話】
東京八王子プロバスクラブ
副会長 杉山 友一 様
なっているようですが、そうであればこそ、ロータリークラブとプロバスクラ
こうした人々の社会的責任、公共的役割を育てる土壌は、昨今、小さく浅く

ブが力を合わせて、日野という地域社会で、社会的・公共的意識の向上と実践 【閉会点鐘】
飛火野ＲＣ 平吹 正義 会長
に取組む意義は大きいと考えます。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・2/25(木) グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 2Ｆ「松葉の間」地区大会が開催されます。
その時に 2010 年モントリオール国際大会についての情報提供がございます。
・ロータリー財団奨学委員会より「ロータリー財団国際親善奨学生募集の協力のお願い」
が来ております。ご協力お願いいたします。
・東京八王子ＲＣ、東京八王子西ＲＣ、東京八王子東ＲＣ、東京八王子北ＲＣ、
東京多摩ＲＣより、例会変更のお知らせが来ております。

【 ゴルフ会 】板谷 誠一 会長

【 卓話講師紹介 】

・6/14 はプロ・アマ・

日野ＲＣ・飛火野ＲＣが合同で、

チャリティーゴルフです。
・3/25 に狭山ゴルフクラブで
月例コンペが行われます。

後藤 一郎 プログラム委員長

プロバスクラブを設立します。
現在７名の委員で設立準備を行っており、
今年の１０月を設立目標としています。
卓話講師の杉山さんは、東証一部会社の監査役なども歴任し、

・3/15 にソロプチミストの、
ゴルフコンペが府中であります(本日締切)。

地区では社会奉仕委員長、職業奉仕委員長、ガバナー補佐も
経験され、八王子ＰＣ設立を行い、その後、移籍しました。

【 卓話：地域で生き生きプロバスクラブ 】
＜ 八王子プロバスクラブ 副会長 杉山 友一 様 ＞
後藤さんに、素晴らしい卓話タイトルを付けて頂きました。
まさに、私が今日お話したい結論がそのままタイトルになったという思いです。
私は八王子ＲＣに入会し、その後、１９８５年に、八王子南ＲＣを設立する際に、
チャーターメンバーとして移籍します。
そして、１０周年となる１９９５年に、八王子プロバスクラブを設立しました。
ロータリークラブやプロバスクラブといった、心の通じる人々のネットワークや、
その活動が、地域社会に受け入れられ、また、必要とされる事が大切だと思います。
ロータリーと共通の理念を持つプロバスクラブがなぜ誕生したかといいますと、
ロータリーは職業分類が厳格だった事もあり、現役を退いたロータリアンはクラブを退会するのが一般的でした。
しかし、ロータリーを退会したＯＢが、集まる機会を作りたいという動きが起こります。
また、一般企業の管理職や専門職のＯＢの受け皿もあった方が良いのではないかという事で、１９６５年に、
最初のプロバスクラブが英国に設立されます。
日本では、１９８８年に兵庫県の「上郡清流会プロバスクラブ」が最初になります。
なぜ、ロータリークラブがプロバスクラブをスポンサーするかというと、社会正義と奉仕の理想を実現する為、
そして、高齢者が生き生きする場を提供する為にスポンサーをしていると考えるのが妥当でしょう。
では、ロータリーとプロバスの違いは何か？
ロータリーは、職業分類があり、職業を基盤としています。
プロバスは、年金生活者が基本ですので、個人を基盤としています。
ロータリーは、地域社会の諸問題に対して奉仕をしていきます。
プロバスは、自己の経験を社会に還元していきます。
ロータリーは、奉仕に使う資金力があります。

Ｒ＝リッチ

プロバスは、奉仕に使う資金がそんなにありません。

Ｐ＝プアー

とでも言えば解りやすいでしょうか・・。

ロータリーは、奉仕の理想を実現する為の手段として親睦を大切にします。
プロバスは、親睦自体が主要な目的の１つとなります。
（引きこもらない・寝込まない、自立した高齢者集団）
日野・多摩・八王子のプロバスクラブが協同すれば、多摩地域の行政に対してインパクトが出てきますし、
日野ＲＣ・飛火ＲＣ・日野ＰＣが連携をすると、１００名以上で活動できると思いますので、
是非とも、立派なプロバスクラブを作っていただければと願っております。

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ： 27,000 円／累計 671,735 円
ビジターフィー：

.

2,000 円／累計 14,000 円

杉山友一

様

(卓話講師)

卓話謝礼をニコニコ致します。

後藤賢治

君

(2570 地区 入間ＲＣ) 本日、宜し御願い致します。

森岡弘通

君

久しぶりの例会場に戻り、ホッとしています。

疋田久武

君

吉田様、杉山様、今日はお世話になります。

岩田孝支

君

飛火野ＲＣとの合同例会を祝して。寒さ厳しい折柄、皆様お身体ご自愛下さい。

谷井正剛

君

杉山さん、本日はよろしくお願いします。
東京日野プロバスクラブ創立の機運が一気に高まると思います。

熊井治孝

君

お不動様での例会は、全てにおいて良いですね。近いし落ち着きます。
飛火野クラブの皆様、本年もよろしくお願いします。

井村廣巳

君

ホームグランドに帰ってきました。今日からチャンと出ます。

島倉邦子

君

２月３日、節分にて初豆まきを経験いたしました。皆様のご健康を心よりお祈りしました。

山下雅弘

君

1/29 からハワイに新婚旅行に行ってきました。
入籍から２年３ヶ月掛けて、やっと、一連のイベントを終える事が出来ました。

【 出席報告 】岩田 孝支 出席奨励委員長
＜事前のメーキャップ＞
小宮延雄 君（次年度多摩南グループ）
藤林良昭 君（ＳＡＡ・クラブ運営委員会）
小倉裕美 君（理事会）
成田恭隆 君（理事会）
＜先週のメーキャップ＞
大谷明久 君（次年度理事会）
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＜先々週のメーキャップ＞
杉田純一 君（日野受付）

【 今後の予定 】
■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

村田 早耶香 様

■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』

■3 月 10 日■

『ロータリーが提唱する職業奉仕について(仮題)』

田中 穣治 様
地区職業奉仕部門委員長

秋山 庸一 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
・八王子南 RC
・八王子北 RC

移動夜間例会 2/25 地区大会へ振替

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

地区大会へ振替

・2/27(土)

2/23
2/25
2/26
2/24
2/22

地区大会へ振替
地区大会へ振替

時間：19:00〜20:30

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！

地区大会へ振替

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
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