２０１０年

８月

１８日

イニシエーションスピーチ
【 会長挨拶 】

第２１６６回

No.０６

日野ＲＣ会員 杉田 純一 君
≪例会プログラム≫

井村 廣巳 会長

【司会】
板谷 誠一
例会進行委員

相変わらず猛暑・酷暑が連日続いています。
お盆中は如何お過ごしだったでしょうか、
残暑お見舞い申し上げます。

【開会点鐘】
井村 廣巳 会長

お盆休会中に大変嬉しい連絡がありました。
「２０１２−１３年度 国際ロータリー会長に田中作次さんが
指名されました」因みに過去に２人の日本人ＲＩ会長がいます。
東ヶ崎潔 1968−69 年度会長

ｐａｒｔｉｃｐａｔｅ！（参加し敢行しよう！）

向笠廣次 1982−83 年度会長

ＭＡＮＫＩＮＤ ＩＳ ＯＮＥ（人類はひとつ）
、

田中さんがどんなテーマを打ち出すのか今から楽しみです
本日は杉田会員のイニシエイションです、どうぞ宜しくお願いいたします。
本日も楽しい例会にしたいと思います、今日一日よろしくお願いいたします。

【 幹事報告 】

【ロータリーソング】
ソングリーダー
横倉 利夫 君
『我らの生業』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
なし
【ニコニコ報告】
横倉 利夫 親睦･会報委員
【出席報告】
飯作 金彦 出席委員
【プロバスクラブ】
後藤 一郎 特別代表

小宮 延雄 幹事

【ゴルフ会】
野村 圭伊 幹事長

① 下記クラブから例会変更のお知らせが来ております。
八王子ＲＣ・赤坂ＲＣ

【前年度決算報告】
疋田 久武 前年度幹事

② 六本木ＲＣから、例会場変更のお知らせが来ております。
六本木ヒルズ ５１Ｆ「クラブルール」になります。
③ 米山梅吉記念館より『館報』が届いていますので回覧します。

【ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ】
東京日野ＲＣ 会員
杉田 純一 君

【 プロバスクラブ 】 後藤 一郎 特別代表
現在、会員数が２７名になりましたが、更に５名の増強をしたいと考えております。
皆さん、ご推薦をお願いします。
今後の会合予定です。
８月２６日(木) 第２回顔合わせ会
９月１６日(木) 設立総会
１０月５日(火) 創立式典・記念祝賀会

17:30〜20:00
12:30〜15:00
13:30〜17:00

開運そば
高幡不動尊客殿
高幡不動尊客殿

プロバスクラブの会合もメーキャップ対象になりますので、皆さんも是非ご参加下さい。
８月２６日の顔合せ会へのご出席も、よろしくお願いします。

【 ゴルフ会 】 野村 圭伊 幹事長
６月１４日に行われたプロアマチャリティーゴルフの報告書が来ています。
１６２名の参加で、約２３０万円のチャリティー金が集まり、
それを、多摩市内の２０施設に配分したと言う事です。
今年度（来年６月開催）は、私たち日野ＲＣが幹事クラブとなります。
ゴルフをやる人はもちろん、やらない方々もご協力よろしくお願い致します。

【 前年度会計報告 】 疋田 久武 前年度幹事
皆さんのメールボックスに、昨年度の財務会計報告書をお配りしました。
各委員会の皆さんに工夫していただき、支出を抑えることが出来ましたが、
会員の減少などにより、予想よりも収入が減ってしまいました。
その結果、前年度繰り越していただいた金額よりも、次年度への繰越金が
少なくなってしまった事を、お詫び申し上げます。
会計監査人の阪口さんの監査も済んでいる事を、合わせてご報告致します。

【 イニシエーションスピーチ 】

会員 杉田 純一 君

本当は１月にイニシエーションスピーチの予定だったのですが、
お葬式が入ってしまい、何度か延びてしまいました。
今日も、午前中に法事が入っていたのですが、また延ばすわけにはいかないと思い、
何とか都合をつけてやってきました。
私の名前は、この高幡山の秋山御前に付けていただきました。
普通、お寺の子は、いかにもお坊さんというような名前が多いのですが、
私の名前「純一」は普通の人と同じような名前ですよね。
こういう着物を着ていて、頭を丸めていると、年上に見られる事が多く、
５０代の頃から「６５歳くらい」に見られていましたが、実年齢は還暦を迎えまして６０歳です。
そんな事で、まだまだ若いので頑張っていきます！！
私は八王子出身で、大正大学に行き、無事に卒業しました。
そのまま、高幡不動に来る予定だったのですが、秋山御前が怖くて怖くて、高幡に来る勇気がなくて、
２年ほど、牛乳配達をしていましたが、どうせいつかは入るのだから、と勇気を出して高幡不動に来ました。
秋山御前は本当に怖い方で、あまりの怖さがお坊さんの間でも有名で、私の後、１０年くらいは新人が
入ってこなくて、ずっ〜と、下働きをしておりました。
そうは言っても、当時は「あじさい祭り」などのイベントも少なく、護摩も今のように定時に行うのではなく、
大護摩が入ったら焚くような事だったので、けっこうゆったりしていました。
お坊さんも７人（今は２５人）と少なく、皆で楽しくやっていました。
丸山さんと立川で、よく朝まで飲んでいたのを思い出しますね！！
そんな感じで、お酒が大好きだった事もあり、５０歳を過ぎたときに、トイレを出たら突然腰が立たなくなり、
半日寝ていても、目が回っていたので病院に行ったら『脳梗塞』で左半身が動きませんでした。
しかし、リハビリの結果、運動神経は回復しました・・・が、知覚神経は今でも良くないです。
それから数年、医者からのＯＫも出たのでお酒を飲んだら（案の定飲みすぎました）また脳梗塞になりました。
その脳梗塞も何とか治り、もう脳梗塞を未然に防ぐ為に、血管のコレステロールを除去する手術をしました。
普通の人よりも時間が倍くらい掛かる大手術になってしまい、物を食べられるようになるまで大変でした。
色々ある中で、本当に皆さんに支えられて生きていることを実感しました。
酒の次に好きなのがゴルフでして、脳梗塞の前は、８０前後でまわっていたのですが、倒れた後に行った
初めてのゴルフは、ハーフで８０も叩いてしまいました。今はやっと１００前後になりました。
人間は人生の中で「良い家族・良い友達・良い仲間に出会えたか？」という事が大切だと思います。
まずは、家族・兄弟が仲良くすること！ それが出来なくては、他人と仲良くする事なんて出来ないですよね！

【 移動例会 】 高尾山ビアマウント 暑気払い例会
２０１０年

８月

２５日

第２１６７回

No.０７

＜ビジター・ゲスト＞ １５名
井村 ひとみ 様 ／ 小宮 芳子 様 ／ 江渕 悠紀乃 様 ／ 松田 恒子 様 ／ 横倉 由美子 様
成田 美恵子 様 ／ 長沢 真昭 様 ／ 長沢 カノン 様 ／ 長沢 佑樹 くん ／ 久保田 充展 様
山下 法子
様 ／ 山下 智子 様 ／ 山下 雅智 くん ／ 手塚 真衣 さん(RAC) ／ 松川 裕也 くん(RAC)

【 ニコニコ報告 8/18 】 横倉 利夫 親睦･会報委員
本日のニコニコ： 11,000 円／累計 149,245 円
ビジターフィー：

.

0 円／累計

4,000 円

井村廣巳

君

残暑お見舞申し上げます。田中作次さんがＲＩ会長に指名されました。

小宮延雄

君

杉田純一会員のイニシエーションスピーチ楽しみにしています。

松浦信平

君

あついですね。先日は妻の誕生日においしい贈り物をありがとうございました。
あっという間に食べつくしました。

藤林良昭

君

先週、暑い中、高知本場のよさこい祭に行ってきました。

疋田久武

君

今日は杉田さんの「イニシエーションスピーチ」で、
この暑さに負けない元気を頂けることと思います。

山下雅弘

君

来週は高尾山ビアガーデン楽しみですね！
和田さん、山口さんと下見に行きましたが最高でした！！

【 出席報告 8/18 】飯作 金彦 出席委員
＜事前のメーキャップ＞
岩田孝支 君（日野受付）
仲谷政毅 君（クラブ奉仕委員会）
大谷明久 君（45 周年実行委員会）
＜先週のメーキャップ＞
阪口 茂 君（会計監査）

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

36
(7)

22
(2)

事前(3)

6

80.65 %

前回訂正

36
(7)

24
(2)

(2)+1

4

87.10 %

前々回訂正

36
(7)

26
(2)

(4)+0+0

1

96.77 %

欠席

出席率

4

86.67 %

6

80.65 %

4

87.10 %

【 出席報告 8/25 】
会員総数
出席総数
＜事前のメーキャップ＞
ＭＵ
(出席免除数) (免除者出席数)
後藤一郎 君（会員増強キャンペーン）
36
17
本日報告
土方 淳 君（会員増強キャンペーン）
事前(9)
(7)
(1)
飯作金彦 君（クラブ奉仕委員会）
36
22
前回訂正
(3)+0
大谷明久 君（クラブ奉仕委員会）
(7)
(2)
熊井治孝 君（理事会）
36
24
前々回訂正
(2)+1+0
谷井正剛 君（理事会）
(7)
(2)
小島 馨 君（理事会）
杉田純一 君（日野受付）
奥野誠也 君（ハワイ・ワイキキＲＣ）

【 今後の予定 】
■9 月 1 日■

月例祝賀・卓話『宇宙からのプレゼント』 (財)日本宇宙フォーラム 参与

■9 月 8 日■

ゆっくり食事

■9 月 15 日■

青少年４団体援助金贈呈式

寺門 邦次 様

当日は会員ショートスピーチを予定しております

≪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≫

八王子 RC
八王子西 RC
八王子南 RC
多摩ｸﾞﾘｰﾝ RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

9/23 祝日休会
8/27 移動例会（東京高専）
9/15 夜間討論例会
9/22⇒9/24（金）20 周年テニススクール

・9/11(土)

第 930 回例会

・9/25(土)

第 931 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
メール：info@hino‑rotary.org

会
長：井村
幹
事：小宮
会報委員長：山下
会 報 委 員 ：秋間
仲谷

廣巳
延雄
雅弘
晴行 ・ 谷井 正剛
政毅 ・ 横倉 利夫

