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No.２９

追悼例会（会員：小林節男・左門左兵衛 ／ 会友：井口英一・丸山祐尊）
【 会長挨拶 】

井村 廣巳 会長

月曜日の雪には大変驚きました。昨日は雪掻きを頑張ったので
今日は腰痛です。みなさんは如何お過ごしでしたか？
今日のプログラムは追悼例会です。会員の小林先生・左門師匠、
会友の井口弁護士・丸山和尚の４人です。

≪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

後ほど其々お話があると思いますが、小林先生のクシャミ、左門さんを驚かせ 【ロータリーソング】
ソングリーダー
た時の緊張した顔、井口さんの徳利、丸山和尚には物心ついてからずっとお世
和田 達也 君
話になりました。
『それでこそ
ロータリー』
新しい会員の方で接点の少ない故人もいらっしゃるかとも思いますが、
話をきいて偲んで頂く例会です。

【ヴィジター・ゲスト紹介】
なし

来週は地区大会です。
松田出席委員長も準備を進めていますので奮ってご出席お願い致します。

【 幹事報告 】

小宮 延雄 幹事

・東京町田東ＲＣより創立 20 周年記念例会のご案内です。
5 月 14 日(土)

受付：15 時〜、例会 16 時〜

会場：ホテル・ザ・エルシィ町田
・社団法人日野法人会より、日野地区新春講演会・交流会の
ご案内が来ております。
2 月 21 日(月)

17:30〜18:30

【 社会奉仕委員会 】

日野市役所 5Ｆ会議室

小島 馨 委員長

３月９日(水)は救命救急講習と献血がございます。
献血は、午前の部（１０：００〜１１：５０）
午後の部（１３：００〜１５：３０）です。
救命救急講習は１０：００〜１３：００。
高幡不動尊の例会場で行います。
一人でも多くの方のご参加をお待ちしております。
先日、新選組まつり実行委員会に参加してまいりました。
今年も新選組隊士コンテストは、４月２９日(祝)に、高幡不動尊五重塔地下を
会場として、開催する事になりましたので、ご協力よろしくお願いします。

【ニコニコ報告】
山下 雅弘 親睦･会報委員長
【出席報告】
松田 忠泰 出席委員長
【社会奉仕委員会】
小島 馨 委員長
【追悼スピーチ】
小林節男会員との想いで
松田 忠泰 君
丸山祐尊会友との想いで
清水 博雅 君
井口英一会友との想いで
左門左兵衛会員との想いで
飯作 金彦 君

【追悼スピーチ】
松田 忠泰 君（小林節男会員 との想いで）
私は小林先生の患者としてはとても長く、３０年以上前からお世話になっていました。
初めて病院に行ったとき、先生のテーブルに灰皿があり、タバコを吸っていました。
「君も吸いなよ」と言われ、
「すごい病院だなぁ・・・」と思ったのを今でも記憶しています。
また、小林先生、飯作さん、私の３人で韓国のインチョンに行った時に、メーキャップしたら、
何かの式典だったようで、九州のガバナーの席に座らされ、本物が来て退散したのは楽しい想い出です。

清水 博雅 君（丸山祐尊会友 との想いで）
丸山さんとは色々な縁を感じます。
私の父は、材木屋を営んでいたのですが、高幡不動尊のお坊さんになりました。
なので、お坊さん仲間がほとんどいなかったのですが、お寺の子供でありながら、
４０歳過ぎまで新聞記者をやっていた丸山さんとは、何かと意気投合したようです。
無住だった石田寺を今のように繁栄させたのは、丸山さんの社交的なお人柄の賜物だと思います。

飯作 金彦 君（井口英一会友・左門左兵衛会員 との想いで）
井口さんは、昭和４６年８月に入会し、３０年以上ロータリーに在籍していました。
弁護士と言う職業柄、正義感が強い人でした。そして何より、お酒が強い人でした！
青少年交換留学生を受け入れる際には、いつも積極的に受け入れてくれ、自分の子供と同じく、
甘やかさずに、厳しく育てて下さる、素晴らしい方でした。
左門さんは、平成４年に入会し、出席が厳しかった時代に、出席委員長と大喧嘩をして、
一度退会されましたが、ロータリーが好きだったのでしょう・・・再び戻ってきてくれました。
お母様から「何か人の役に立つ事をしなさい」と言われて育ったそうで、
「踊りの世界では色々貢献してきたが
ロータリーに入って、初めて社会に奉仕が出来た。母への恩返しが出来た」という言っていたのが印象的でした。

【 ニコニコ報告 】

山下 雅弘 親睦･会報委員長

本日のニコニコ： 11,000 円／累計 534,245 円
ビジターフィー：
0 円／累計 18,000 円
井村廣巳

君

小林先生、左門師匠、物故会員の井口さん、丸山和尚、
長い年月お世話になりました。

小宮延雄

君

丸山祐尊さま、井口英一さま、小林節男さま、左門左兵衛さま、心を込めて追悼致します。

清水博雅

君

物故会員の冥福を祈念して。

松田忠泰

君

先日、面白い本を読みました。日本人曰く「尖閣諸島を返せ！」と言ったら、
中国人曰く「漢字を返せ！」と言った。

山下雅弘

君

3/6 に行われる『ママと子どものファッションショー』にベストセラー『もしドラ』作者
岩崎夏海さんが、特別審査員としてゲスト出演してくれる事になりました。
岩崎さんのご好意に感謝！！

【 出席報告 】

松田 忠泰 出席委員長

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＞
江渕浩美 君（日野受付）

森岡弘通 君（次年度地区役員会）

欠席

出席率

本日報告

34
(6)

20
(3)

事前(4)

8

77.42 %

前回訂正

34
(6)

22
(2)

(2)+0

6

80.00 %

前々回訂正

34
(6)

23
(3)

(2)+0+0

6

80.65 %

藤林良昭 君（理事会）
松浦信平 君（クラブ協議会）

ＭＵ

【国際ロータリー第２７５０地区 地区大会】
２０１１年

【 合同奉仕プロジェクト発表 】

２月２４日

第２１９０回

No.３０

井村 廣巳 会長

私達はこの絵本に出会って是非とも多くの人に読んで欲しいと思いました。
誰かのために何かをする喜びを伝えたいと思ったからです。
そこで日野ＲＣではできるだけ多くの子供達に読んでもらう為に
日野市内に１５ある小学校全てにクリスマスに合わせ本を寄贈いたしました。
また、市内に「東京光の家」という知的・視覚障害者の施設があります。
目の見えない人にもこの本を楽しんでもらうために、ＤＳＧ地区補助金で
「子守唄と読み聞かせの会」を１１月２７日に開催しました。
その会場で素直な心で、夢中で聴き入る彼らの姿を見ている内に気付くと
会員全員が目に涙をうかべていました。普段はドライな先輩会員も
「真面目な顔で私にも天使が降りてきた」と言っていた程です。
「奉仕する喜び」という言葉は以前から良く知っていたのですが、
これが実感するという事でしょうか。
今日はその時に読み聞かせの協力を頂いた稲村なおこさんに来て頂きました。
稲村なおこさんは日野市在住のＮＨＫワンツーＤＯＮ歌のお姉さんでお馴染の方です。

【 出席報告 】2/24(地区大会)

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＞
土方

淳 君（日野受付）

成田恭隆 君（社会奉仕委員会）

出席率

34
(6)

14
(1)

事前(8)

7

75.86 %

前回訂正

34
(6)

20
(3)

(4)+0

8

77.42 %

前々回訂正

34
(6)

22
(2)

(2)+0+0

6

80.00 %

野村圭伊 君（45 周年式典委員会）
谷井正剛 君（理事会）

欠席

本日報告

小峯敏夫 君（日野受付）
仲谷政毅 君（日野受付）

ＭＵ

山口徹雄 君（クラブ協議会）

山村侑偀 君（日野受付）

【 今後の予定 】
■3 月 2 日■ 月例祝賀・ゆっくり食事・会員ショートスピーチ
■3 月 9 日■ 献血（飛火野ＲＣ合同） ／

救命講習（日野ＲＣのみ）

■3 月 16 日■ イニシエーションスピーチ

小峯敏夫 君 ・ 木庭泰宗 君

■3 月 23 日■ 卓話：Ｒ財団国際親善奨学候補生

齊藤祐介 君

≪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

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

3/10
3/31
多摩ｸﾞﾘｰﾝ RC 3/16
飛火野 RC
3/ 8
3/29

奉仕プロジェクト事業(3/12)に振替
観桜夜間例会
定款休会
日野 RC 合同例会(3/9)に振替
夜間例会(日野 RC 合同夜間例会)

・3/12(土)

第 942 回例会

・3/26(土)

第 943 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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