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卓話『宇宙からのプレゼント』 (財)日本宇宙フォーラム 参与 寺門 邦次 様
【 会長挨拶 】

井村 廣巳 会長

８月２５日、先週の例会は高尾山ビアマウントで賑やかに開催
されました。山下・和田・山口の各委員長はじめクラブ奉仕
委員会のみなさん、楽しい例会ありがとうございました。
当日は３２人の参加を頂き、点鐘時には周囲の皆さん達にも
大うけで大変盛り上りました。今後、親睦旅行、家族会と楽しみが続きます。
宜しくお願いします。
続いて２６日には４５周年記念事業の東京日野プロバスクラブ設立準備会が
あり２９人が集まりご挨拶をして参りました。これから造り上げていくと云う
熱気があふれた会合で、こちらが元気を貰って帰ってきました。

≪例会プログラム≫
【司会】
山口 徹雄
例会進行委員長
【開会点鐘】
井村 廣巳 会長
【国歌・ロータリーソング】
ソングリーダー
大谷 明久 君
『君が代』
『奉仕の理想』

３０日には３時から市役所となりレンガホールにおいて、東京多摩国体の実行 【ヴィジター・ゲスト紹介】
委員会の設立総会があり出席して参りました。
卓話講師
日野市では空手道・ボクシング・ホッケーの３種目が平成２５年９月２９日か
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ら１０月６日にかけて「市民の森ふれあいホール」「市民陸上競技場」
「浅川ス
ポーツ公園グラウンド」にておこなわれます。
【ニコニコ報告】
横倉 利夫 親睦･会報委員
訃報です
元会員の石田寺丸山和尚がお亡くなりになりました。
【出席報告】
詳細については連絡の通りですが少し補足しますと、９月１日２日は密葬との
松田 忠泰 出席委員長
事で香典はご遠慮したいとの事でした。
１０月４日は本葬で香典もお受けになるそうです。ご会葬予定の方はなるべく 【会員プログラム委員会】
森岡 弘通 委員
１０月４日の本葬にでていただくのが良いかと思われます。
【プロバスクラブ経過報告】
元ガバナーの小倉さんがお亡くなりになりました。ご冥福をお祈り致します。
後藤 一郎 特別代表
今日は６時から理事会、６時３０分からクラブ協議会がありますお忘れの無き
【新世代委員会】
ようお願い致します。
松浦 信平 ＲＡ担当

【 幹事報告 】

小宮 延雄 幹事

・ガバナー月信で、7 月の出席率は 91.88％ 多摩南グループで 2 位です。
・9 月のロータリーレートは、1 ドル＝86 円と本部より連絡がありました。
・2010‑11 年度、受け入れ青少年交換学生分担金支援のお礼がありました。

【親睦旅行のご案内】
山下 雅弘 親睦･会報委員長
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・ホームページ新設のお知らせです。
東京狛江ロータリークラブのホームページができましたので、会員の皆様に
お伝え下さいますようお願い致します。という事ですので、皆さん是非ご覧下さい。
・高幡不動尊より『ひの薪能 鵜飼』のご案内とチケットが来ています。
9 月 25 日(土) 当日券 2,500 円ですが、前売り 2,000 円です。是非、お買い求め下さい。
また、あじさい祭り写真コンクール入賞者名簿・入選歌集・入選句集を回覧致します。

【 会員プログラム委員会 】 森岡 弘通 会員研修担当
今年度の地区方針として、12 月末までに 1.5〜3 時間の時間をとり、
クラブ会員（特に入会 3 年未満の会員）を対象としてリーダーシップ育成セミナーをクラブ
毎に開催するよう要請されています。その前段階として 8 月 5 日、多摩南グループ内で
加藤ガバナー補佐を講師に、各クラブの担当委員に向けての研修会が開かれました。
つきましては、日野ＲＣでも 9 月 22 日の例会時に、第一回の研修セミナーを開催する事に
致しました。よろしくご協力下さい。
今年度、各地区、各クラブに対して、2010‑12 年度ＲＩ理事 近藤雅臣氏、
ロータリー研究会実行委員長 井上暎夫氏(2660 地区パストガバナー)より、クラブ定款第 4 条綱領の、
多くのロータリアンから問題点が指摘されている翻訳についてのアンケート調査が送られてきました。
回答はクラブ会長自身か、あるいは会長によって指名された者が行うということで、私が回答を作成致し
ました。集計結果（中間報告）は、11 月にロータリー研究会から発表される予定です。

【 プロバスクラブ経過報告 】 後藤 一郎 特別代表
8/26、第 2 回の全体顔合せ会を開運そばで開催、井村会長・小宮幹事にも出席頂きました。
クラブ設立の経過報告などを済ませ、これから、いよいよ設立の核心に入って行きます。
9/16、設立総会、12 時〜15 時にこの例会場で行います。
10/5、ガバナーを迎えて式典・祝賀会を行います。
これに関して、ＳＡＡをはじめ、ご協力・ご指導をお願いしております。
更に皆さんには、推薦者としてプロバス会員に出席を促して頂きたいと思います。
また、チャーターメンバーとして急ぎ入会を勧めていただけるようお願いします。

【 新世代委員会 】 松浦 信平 ローターアクト担当
先週の高尾山ビアマウント例会にＲＡＣの手塚さん・松川さんが参加してくれました。
その席で報告を受けた事項として、今年も横田基地の友好祭に、ウィング会員を連れて
行って来たとの事です。ローターアクトは人数は少ないですが、頑張っておりますので、
これからも御支援、お願い致します。

卓話【 宇宙からのプレゼント 】

寺門 邦次 様

スペースシャトルは 2,000ｔもの重量があるんですよ。
ちなみに日本の衛星ロケットは 200ｔくらいです。
スペースシャトルは、発射 6 秒前にエンジンを付け、補助ロケットに点火して
上がって行き、2 分経つと、左右の補助ロケットが外れる仕組みになっています。
液体水素が燃料の為、ロケットが急激に冷え、氷が出来て、それにより機体が
損傷する場合があります。軽微な場合は、宇宙で治してしまいます。
ＪＡＸＡには約 2,000 人の職員がいるのですが、私の部署から、たまたま 2 人も
宇宙飛行士が出たので、周りからは色々と言われましたが、本当にたまたまです。
彼ら宇宙飛行士は、色々な実験をしてくれます。
例えば、宇宙でホールを投げるとどうなるか？？
人間は自然と重力を計算に入れてしまい、上に行くんです。
宇宙飛行士といってもＪＡＸＡの職員と同じでして、
給料も公務員より少し良いくらいです。
向井さんなどは、医者を続けていた方が、
確実に給料は良かったと思います。
「瑠璃色の地球も花も宇宙の子」
（山崎直子）
素晴らしい俳句だと思います。

【 ニコニコ報告 】 横倉 利夫 親睦･会報委員
本日のニコニコ： 21,000 円／累計 170,245 円
ビジターフィー：

.

0 円／累計

4,000 円

井村廣巳

君

先週、高尾山ビアマウント例会、山下・山口・和田各委員長はじめ、
クラブ奉仕委員会のみなさん、楽しい例会ありがとうございました。
二次会の残りを入れさせていただきます。

小宮延雄

君

寺門邦次様、宇宙の事を勉強させてもらいます。前回の例会(ビアマウント)ご苦労様でした。

藤林良昭

君

宇宙からのプレゼント、寺門邦次さんの講演を楽しみにしております。

森岡弘通

君

高尾山での夜間例会、十分楽しませていただきました。
クラブ運営委員会の若き委員の方々、ありがとうございました。

和田達也

君

所用のため早退いたします。会員増強キャンペーンの発表は来週いたしますので、
各チームのリーダーの皆様、ポイントの集計をよろしくお願いいたします。
優勝目指してがんばれ！！ 阪神タイガース！

岩田孝支

君

先日の高尾山ビアマウントは楽しかったです。親睦委員のみなさん、御苦労様でした。

疋田久武

君

松田会員所有の貸店舗の賃貸借契約が９月１日から締結しましたので！

松田忠泰

君

皆様、ガバナー月信を読んでいただきましたか？出席率が南グループ平均 84％、
地区平均でも 79.41％、我がクラブ 91.88％は群を抜いています。感謝感謝の一言です。

熊井治孝

君

残暑お見舞申し上げます。皆様、体調管理を大切に。小生、日曜日の早朝より腹をこわし、
ゴルフに行けませんでした。野村さん・飯作さんに御迷惑を掛けましてすみませんでした。

板谷誠一 君

あついですね。そろそろ涼しくなって欲しいと思います。

山口徹雄

君

先週は高尾山ビアマウント例会が盛況におこなわれ、とても嬉しかったです！
皆様のご協力に感謝いたします。特に森岡様は、私達担当者と同様に早くお越しいただき、
チケットを買わずに席とりをする私達に対し、嫌味を言う従業員を上手にいなしていただき
ました。ありがとうございました。

山下雅弘

君

8/25 の暑気払い例会に、３２名という多数のご参加を頂きまして、ありがとうございます。
10/20(水)のＪＡＸＡへの親睦旅行も、ご参加よろしくお願いします。
出席総数
会員総数
(出席免除数) (免除者出席数)

【 出席報告 】松田 忠泰 出席委員長
＜事前のメーキャップ＞
小島 馨 君
（会員増強キャンペーン）
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【 今後の予定 】
■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

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
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