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卓話：『世界の食料問題を解決するために』
【 会長挨拶 】

井村 廣巳 会長

２３年３月１１日東北・関東各地を襲った大地震は大津波と
相俟って、各地に大きな被害をもたらしています。
福島では今なお、日本の将来をも決めてしまいそうな重大な
事態が続いています。

≪例会プログラム≫
【司会】
板谷 誠一
例会進行委員
【開会点鐘】
井村 廣巳 会長

そんな中、クラブの一部から「例会を普通に開くのか」との問い合わせがあり 【ロータリーソング】
ソングリーダー
ました。
山下 雅弘 君
日野ロータリークラブは物理的状況が許す限り、出席者がどんなに減ろうとも
『奉仕の理想』
「今こそ！ロータリー」を理念に例会を続ける決意です。
しかし例会を開きたくても開く事のできないクラブがある。
そう思うと１回１回の例会が堪らなく大切に思えてきました。
いつもと同じメンバー、同じ例会場で笑って、怒って過す事の幸せを考え、
残り少なくなった今年度ですが、一期一会、１回１回を大切に大切にして
いきたいと思っています。
今日、更にロータリークラブの例会が大切だと思えるようになった事が、

【ヴィジター・ゲスト紹介】
卓話講師
Ｒ財団国際親善奨学候補生
斉藤 祐介 君
【ニコニコ報告】
仲谷 政毅 親睦･会報委員

大震災が残して行った置き土産かも知れません

【出席報告】
野村 圭伊 出席委員

【 幹事報告 】

【４５周年実行委員会】
谷井 正剛 実行委員長

小宮 延雄 幹事

・４月のロータリーレートは

１ドル＝８０円です。

・４５周年記念誌の原稿が来ています。
後ろに置いてありますので、各自最終確認をお願いします。
・八王子ＲＣ、八王子南ＲＣ、八王子東ＲＣより
例会変更のご案内が来ております。
・八王子南ＲＣより『創立２５周年記念事業・式典・祝賀会』(4/23 開催)の
中止のお知らせがきております。

【 ４５周年実行委員会 】

谷井 正剛 実行委員長

前回の例会でもアナウンスしましたが、４５周年式典を中止し、
２５２０地区(宮城・岩手)に５０万円を送付致しました。
２５２０地区のガバナー宛にその旨の手紙も送りました。

【社会奉仕委員会】
横倉 利夫 委員
【例会進行委員会】
山口 徹雄 委員長
【ゴルフ会】
板谷 誠一 会長
【卓話】
Ｒ財団国際親善奨学候補生
斉藤 祐介 君

【 社会奉仕委員会 】

横倉 利夫 委員

４月２９日、５月１４日・１５日に予定されていた、新選組まつりが中止になりました。
４月１７日は、多摩川・淺川クリーン作戦が開催されます（雨天中止）
。
時間は９：３０〜１１：００、集合は万願寺のふれあい橋です。
先日の救命講習の認定証が来ておりますので、参加者にお配りいたします。
３月９日から、３年間有効となっております。

【 例会進行委員会 】

山口 徹雄 委員長

次回の例会は、３月２９日(火)

１２：３０〜１３：３０（飛火野ＲＣと合同例会）です。

火曜日になりますので、お間違えのないようにお願いします。
また、事前の出欠のご連絡もお願いします。

【 ゴルフ会 】

板谷 誠一 会長

こういった社会情勢ですので、
４月７日に予定していた、４月の月例ゴルフは中止とさせていただきます。
ご理解の程、よろしくお願い致します。

【 世界の食糧問題を解決するために 】
Ｒ財団国際親善奨学候補生
斉藤 祐介 君
埼玉で生まれ、３歳の時に日野に引っ越してきて、それから住んでおります。
現在、東京大学で農業経済を学んでいて、明日、卒業式があります。
実は、第一志望のアメリカのコーネル大学という所の試験に落ちてしまい、
もう一つの大学の通知待ちです。
なぜ、世界の食糧問題に取り組みたいと思ったかというと、大学１年の時に、海外の企業にインターンシップを
送るＮＰＯ法人と関わって、１年間、インドで働きながら学んでいました。
その時に、飢餓や物乞いの現状をみて、何とか出来ないか？と思ったのが一点。
しかしながら、同時に、インドの人達は、すごい職人技を持っていて、その商品を世界中に売ることが出来る
貿易の凄さを知ったのがもう一点。
この二点から、食糧問題に興味を持ち、発展途上国の工業と農業を、経済性を考えつつ、バランスよく発展させ
ていく事が出来ないか？という思いから、農業経済を学んでいます。
例えば、今もガソリンなどの「買いあさり」があり、長い目で見て合理的ではない行為だと思いますが、
それがどの程度非合理なのか？

分析し、具体的な数字として社会に発信していきたいと思います。

これから、自由貿易は益々進んでいくと思います。
アジアにもＥＵのような、組織を作るのが私の夢で、そういった国際的な活動をする上で、アメリカやイギリス
の有名大学出身というキャリアは、非常に重要になってくるので、今回の留学を決意しました。
最後に、書類の提出が遅れたにも関わらず、色々と面倒を見て下さり、井村さんと熊井さんに感謝申し上げます。

【 ニコニコ報告 】
本日のニコニコ：

仲谷 政毅 親睦･会報委員
8,000 円／累計 574,845 円

ビジターフィー：
井村廣巳

君

0 円／累計

18,000 円

今日の卓話は、選考から存じ上げている斉藤君の話が聞けるので
楽しみにしています。
一期一会、今日の例会を大切にしていきたいと思います。

小宮延雄

君

福島第一原発の復旧を願って！
斉藤祐介さん、卓話楽しみにしています。

.
後藤一郎

君

家内の誕生祝有難うございます。今日がちょうど、当日です。

山下雅弘

君

日々、ご飯が食べられる事に感謝して！！

【 出席報告 】野村 圭伊 出席委員
＜事前のメークアップ＞
飯作金彦 君（理事会）

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

35
(6)

24
(3)

事前(1)

7

78.13 %

前回訂正

35
(6)

21
(1)

(1)+0

8

73.33 %

前々回訂正

35
(6)

23
(2)

(1)+0+0

7

77.42 %

【 今後の予定 】
■3 月 29(火)日■ 合同例会（飛火野ＲＣ主催）

12：30 点鐘

■4 月 6 日■ ４５周年記念例会

４５周年実行委員会

■4 月 13 日■ 休会（定款による）
■4 月 20 日■ 会員ショートスピーチ

≪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
八王子南 RC
八王子東 RC
飛火野 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

3/31・4/14・4/21 休会
4 月末までの例会は休会
3/29 振替休会
3/29 日野 RC 合同例会

・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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