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イニシエーションスピーチ ： 土方 淳 君
【 会長挨拶〜クラブ定款 12 条 5 節について〜 】

【司会】
小島 馨
会場設営委員長

２００７年の規定審議会で、クラブ定款の第１２条５節に、
会員身分を終結せしめる原則として「４つのテスト」が
付け加えられました。

【開会点鐘】
森岡 弘通 会長

私は、自らを律し戒めるために用いるべきテストを、
会員身分の適否を判断する基準として使うことには、賛成できませんでした。
しかし異議申し立ての期限は過ぎていましたので、結局、日野ＲＣの定款も
それをそのまま採用しました。
ところが今月１２日に行われた地区協議会２０１０で、今年４月下旬の規定
審議会（３年毎に開催）において「４つのテスト」の代りに「高い倫理基準と
改める」提案がなされ、４つのテストを存続させる修正を加えることで、
賛成４３７、反対７７で採択された。

≪例会プログラム≫

森岡 弘通 会長

と報告されました。

実はこの報告自体が何を言っているのかハッキリしませんので、もう少し
調べてから後日報告しますが、
私が申しのべたいのは、修正内容の是非ではなく、４つのテストを付加する
ことについて「おかしい！」と思ったロータリアンが正規の手続きに従って
申し出をし、それを規定審議会がきちんと受け止め、それなりの判断をした
という事実です。

【ロータリーソング】
『奉仕の理想』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
飛火野ＲＣ
東京安全運転愛好会 会長
志野 与志野 様
【ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長
【出席報告】
松浦 信平 出席奨励委員
【出産祝い贈呈】
山下 雅弘 君
【イニシエーションスピーチ】
土方 淳 君

ロータリーのような大きな組織となれば、上部組織と支部組織、あるいは、
組織幹部と個々の会員との溝がどんどん大きくなるのは当たり前でしょう。
「細かな問題はそれぞれが勝手にやってもいいだろう」というように
なりがちです。
にも関わらず、その溝を少しでも埋めよう、相互理解を少しでも深めようと
最大限努力する、ロータリーの姿勢は、高く評価されてしかるべきです。
いささか身びいきの評価ですが、会長の権限で報告させていただきました。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・２０１０年６月のロータリーレートは

１ドル＝９２円

です。

・２７５０地区 米山記念奨学委員会及び米山増進委員会より、
今年度の寄付金が昨年より減少しているので、寄付金増進のお願いが来ています。
・６月２日に、クラブ協議会を開催することになっています。各委員長は
５月２９日までに、今期の活動報告書、予算執行状況報告書の提出をお願いします。
・２７５０地区より、地区大会のＤＶＤが事務局に届いています。

【 出産祝い贈呈 】

山下 雅弘 君

【 イニシエーションスピーチ 】
＜ 土方 淳 君 ＞
イニシエーションスピーチという事で、私のような若輩者が、どんな話をすれば
良いのか、非常に緊張しております。
私は１９７３年、昭和４８年４月２３日、高幡で生まれました。
体重は３８５０グラムで、かなり大きかったそうです。
祖母の父が、当時ではかなり体が大きく、町一番の力持ちと言われるくらいで、
私の父も、私も、このような大きな体をいただきました。
現在は１８７cm で、高校２年で縦は止まりましたが、横には成長が止まりません。
体格が恵まれていた為、スポーツなど体を動かす事が大好きで、スポーツを通して負けず嫌いになりました。
高校３年の２学期になると、皆は受験勉強か就職活動をしている最中でしたが、
私は「学歴なんて関係ない！同じ学年の奴らより一足早く社会に出て一人前になるぞ」と意気込んで、
皆より３ヶ月早く高校を辞めました。

今思い返すと、当時から変わり者だったんだなぁ〜と思います。

学生のころから実家の寿司屋でアルバイト的な事をしていましたが、本格的に食の道に入るに至っては、かなり
不安もありました。

実家の寿司屋を継ぐか？ 継いで食っていけるか？

違う道があるのではないか？

など。

「今まで頭で考えた事がない私が悩んでもしょうがない。どうにかなるさ」そのぐらい単純な気持ちで、
いつか必ず後継ぎになろうと決めました。

そう決めてしまえば後は簡単でした。 まずは修行に出よう！

何をするか？どこにするか？全く考えずに、身の回りの荷物や着替えの洋服など一切持たずに、
所持金２万円だけを持ち出発しました。
京王線高幡不動駅で、八王子方面か？新宿方面か？・・・よし新宿だ！・・・新宿駅で１分悩み・・東京駅だ！
東京駅に着いて色々歩いてみましたが、何かが違うなと思い、悩んでいると、新幹線乗り場の前にいました。
これに乗ってしまうと残金が４０００円しか残らない、帰りたくなっても帰るお金がない・・・今日の宿は？
色々考えましたが、結局大阪までのチケットを買ってしまいました。
新幹線に乗り、期待に胸を躍らせ『いい日旅立ち』を心の中で歌いながら出発しました。
車中で大阪には何度か行った事があったので、どこに行こうか考えていました・・・すると！
名古屋に着き、サラリーマン風の方が雑誌を 1 冊忘れていきました。 料理の特集が掲載されていました。
そこには様々な郷土料理が載っていました。その時なぜか「大阪の料理は東京の料理に似ているなぁ」と感じ、
大阪じゃぁない。ならどこだ？

そう考えていると京都についてしまいました。

扉がしまるその瞬間、
「エイッ！」と京都で飛び降りました。
京都駅を降りると外は大雨、所持金が少ない上に空腹・・・そして雨。
タクシーに乗り「四条祇園まで」と行き先を告げました。

開き直って出たとこ勝負！

もう財布の中は小銭だけ。

看板のない、いかにも高級料亭やお茶屋さんなど、色々なお店があり、どこの門を叩くか悩みましたが、
日も暮れてきた為、
「駄目なら次がある」くらいの軽い気持ちで、
『祇園平八』というお店に入りました。
不運にも「あいにく面接担当の専務がお休みで後日出なおして来てください」と言われました・・・万事休す。
すると一人の老人が近寄ってきて、その方のお陰で採用してもらえました・・・実は祇園平八の会長でした！
こうして、私の料理人としての人生がスタートしたんです！！

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ： 28,000 円／累計 929,735 円
ビジターフィー：
森岡弘通

君

2,000 円／累計 26,000 円

楽しい夜間例会で、
ただひとり緊張している土方さんの卓話を楽しみにしています。

疋田久武

君

山下さん二世誕生おめでとうございます。
土方さんイニシエーションスピーチ楽しみにしております。

.

山下雅弘

君

５月２１日(金)。１２：２４。３１２０グラム。
元気な男の子が生まれました！
名を雅智と言います。これからもよろしくお願いします。

松浦信平

君

土方さんのお話、楽しみにしています。

山下さん、おめでとうございます！

後藤一郎

君

久しぶりの にぎやかな 夜間例会、楽しいですね。
土方君の卓話を楽しみにしています。

ゴルフ会

５月の月例ゴルフも無事に終了しました。
優勝：山下

／

２位：飯作

／

３位：小島(康)

／

Ｂ.Ｂ：疋田、

ベスグロ：飯作(スコア７９)
上記の皆さんより、ニコニコです。

【 出席報告 】松浦 信平 出席奨励委員
＜事前のメーキャップ＞
岩田孝支 君（東京飛火野ＲＣ）
成田恭隆 君（理事会）
藤林良昭 君（理事会）
熊井治孝 君（クラブ奉仕委員会）
＜先々週のメーキャップ＞
阪口 茂 君（日野受付）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

40
(8)

19
(0)

事前(4)

9

71.88 %

前回訂正

40
(8)

25
(3)

(2)+0

8

75.00 %

前々回訂正

40
(8)

18
(1)

(7)+0+1

8

76.47 %

【 今後の予定 】
■6 月 2 日■

『月例祝賀』 ／ 「日野クラブの会館と別途法人」について 小倉 裕美 君

■6 月 9 日■

『イニシエーションスピーチ』杉田 純一 君

■6 月 16 日■

『休会』

■6 月 23 日■

『講談』

河津 琴逍 師

≪例会変更のお知らせ≫
・飛火野 RC
・八王子西 RC
・八王子北 RC

※夜間例会 18:00 点鐘（大政鮨）

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

5/18 「5/22 防災講習会」に振替
例会場：日野ＲＣ事務局 ／
5/21 「姉妹ｸﾗﾌﾞ(台中 RC)55 周年」に振替
・6/12(土)
第 924 回例会
5/24・5/31 振替休会
・6/26(土)
第 925 回例会

時間：19:00〜20:30

※ 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

