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例会プログラム

司会 土方 淳

例会進行委員長

開会点鐘

藤林 良昭 会長

ロータリーソング

ソングリーダー

熊井 治孝 君

『君が代』

『奉仕の理想』

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

委員会等報告

会員増強・親睦委員会 成田委員

出席委員会 横倉委員長

職業奉仕委員会 森岡委員長

月例祝賀

誕生日 清水博雅君（2/2）

結婚記念日 江淵浩美君（2/22）

ご夫人ご夫君誕生日

仲谷政毅君令夫人 真子様（2/7）

和田一男君令夫人 春恵様（2/27）

卓話 東京日野ＲＣの歴史（あゆみ）

飯井 金彦 会員

食事 大政鮨 (土方会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

正月も終わり今日から２月です。地区大会には１６名の方

から出席のお返事をいただいています。ロータリーの同志が

集まり、誇れる催しですので、さらにご参加をお願いいたし

ます。他のクラブ方々との出会いを広めていってください。

コンビニエンスストアが好調であるという新聞記事を読みました。ニーズに

応えて売れるものを売っていると思います。ロータリーもニーズがあるところ

に奉仕していけば、地域でますます認められると思っています。

福井会員からの退会届けが、理事会で承認されました。福井会員は当ク

ラブに対して大きなご功労があり、ご本人も愛着をもたれており、会友になる

ことを希望されています。私のほかに、あと２名の推薦者が必要ですので、

ご協力よろしくお願いいたします。

今年は辰年。良い年にしていきましょう。

幹事報告 和田 達也 幹事

本日は特に幹事報告はありません。■

回覧物が２点ありますので回覧いたします。■

今月２３日の地区大会。多くの会員の皆様の出席をお願■

いいたします。

ガバナー月信 （WEB版） ２月号 ご紹介

多摩南グループの活動通信が紹介されています。

（以下、割愛）



卓話 『ロータリーあれこれ』 飯作 金彦 プログラム委員長

本日は、美味しい食事と明るい例会場で良いですね。会長の鐘のたたき方も良

かったです。鐘のたたき方で例会が締まります。

さて資料（下記）は、米山奨学会と青少年交換の制度には触れておりません。こ

のことについては、またの機会にお話させていただきます。

日野RCは、１９６６年に八

王子クラブがスポンサーとな

り創立されました。認証状の

到着が、八王子西RCよりも数

日早かったことにより、順番は

当クラブが先になりました。

花見例会を４月２４日に行

っています。開花時期が今よ

り遅かったようです。

奉仕の泉。寒い時期の噴

水掃除は大変でした。残念な

がら平成３年４月に撤去となり

ました。

林園RCは、台湾の奥地に

ありました。体育館での例会

でしたが、蝿が食事にたか

り、杯は一気飲みで…

高幡不動尊の五重塔落慶

式は盛大でした。

双子クラブ。ＲＩ会長の奨励

もありました。ニューソールＲ

Ｃの林隆義パスト会長は日本

語が堪能でした。

意義ある業績賞（谷井年

度）、申請事務は大変で事務

局もお疲れ様でした。

ブリティッシュヒルズ。会員

だった佐久間さんの喫茶店

「トムの家」に日野市教育長

がたまたまやってきて、話が

始まりました。

ロータリー会館は、売主に

ＲＣの意義を訴え、他の買主

との競争に勝ちました。
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アクト、岸野菜緒子さん

の活躍はすごかったです。

現バナーは２代目です。

初代バナーは評判が芳し

くなかったです。

記念事業。２０周年誌が

ありません。記録を残すこ

とは大切です。３０周年銅

像は高岡にいた優秀な方

が制作しました。米村でん

じろう氏はすごい先生でし

た。事業は成功しました

が、今となっては形が残っ

ていません。５０周年でどう

するか、そろそろ委員会等

を設置して考え始める必

要があります。

地区は、編成がいろい

ろ変わり、現編成は１９９８

年からです。

超我の奉仕 （ 第 １標

語）。このほかに第２標語

（「最もよく奉仕する者、最

も多く報いられる」）もありま

す。

プロバスクラブは、英国

で最初に提唱されました。

青少年交換学生。メリー

ジェーンさん、タイタス君、

…（以下割愛）を受け入れ

ています。

卓話の最後に。

最近入会された会員の皆さんが頑張ってくれていると感じていま

す。古い会員は、なかなか出てこられないときもあります。若い方々

が頑張って良いクラブにしていってください。

ありがとうございました。
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委員会報告

ロータリーの友２月号

～ 私が注目した３つの記事および感想～

森岡 弘通 職業奉仕委員長

□１ ＲＩ会長エレクト 田中作次さんへのインタビュー記事（ＲＩ指定記事、横組12-14頁）。

田中さんは次年度ＲＩテーマとして「奉仕を通じて平和を」を掲げたいとされているので、

この記事のなかでも平和について多くのことが語られています。私見を述べれば、平和

は、個人のある特定の精神状態とか生活目標にとどまらず、社会の制度的公的枠組と

いう側面をもっています。平和という枠組みのなかで人々は人間らしい生活を営むこと

ができました。ロータリー精神の中心にある基本的人権の尊重と不可分の関係にある

のが、平和であります。平和な社会であれば人権を実現する機会が増え、人権思想が

広まれば、平和が推進されるという、相互関係を是非ＲＩ会長として世界に向かって発

信し続けていただきたいと願っています。

□２ Ｅクラブが存在する理由（横組26頁）。日野ＲＣでもいろいろと話題になりましたが、Ｅ

クラブ（ロータリーＥクラブ）とは直接顔を合わせるのではなく、主にオンラインで例会を

開くクラブのことで、１地区に２クラブの設置が認められています。興味のある方は、27

頁の記事ともども是非お読みください。私は一時的例外的にＥクラブのオンラインフォ

ーラムに参加することの意義は認めても、Ｅクラブのあり方をロータリークラブの常態と

する考えに組することはできません。

□３ ＲＩ指定記事「ロータリアンのための持続可能性入門」。ロータリー財団の新しい動き

（２０１１年１１月号参照）を念頭においた、横組37～44頁の大特集記事ですが、中心は

「持続可能性」（Sustainabirity）の専門家ウイリアムＲ・ブラックバーンさんの意見の紹介

です。概念自体も説明文も分かりにくいのですが、そのいわんとするところは、国家で

あれ企業であれ民間団体であれ、人道的な大プロジェクトを検討・実施する際には、そ

の持続可能性を確保するために、関連地域の経済・文化・環境・社会との良好で積極

的な相互関係・協力関係をつくり上げよ、ということだと思います。そして、私見を交えて

いえば、国際ロータリーがプロジェクトの主体となるような場合には、そのプロジェクトの

目的とその根拠となる価値観を明確にし、プロジェクトに関係する人々・団体とその価

値観を共有することが、持続力を維持し強めていくうえで、とりわけ重要だというのでしょ

う。価値観の共有に基づく連帯感は、世界最強とはいいませんが、私たちが思っている

より強く大切だと信じています。

出席委員会 横倉利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ 小島馨君 小峯敏夫君 山村俼偀君

MU 前回および前々回のメークアップ 横倉利夫君（前々回）

会員総数 出席総数 ＭＵ
欠席 出席率

(うち出席免除) （うち免除者数） (うち免除者数)

本日 31 18 3
8 72.41%

2012.02.01 (5) (3) (0)
前回訂正 32 13 6+0

8 70.37%
2012.01.25 (6) (1) (0+0)

前々回訂正 32 17 4+2+1
5 82.76%

2012.01.18 (6) (3) (0+0+0)

会員が３１名に

なりました。頑

張って増やしま

しょう。

東京日野ロータリークラブ会報
会 長 藤林 良昭

幹 事 和田 達也

会報委員会 山口 徹雄（委員長）

小峯 敏夫 西山 尚之

事務局 〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3 日野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会館

TEL 042-594-3711 FAX 042-593-0510

例 会 毎週水曜日（12:30より） 高幡不動尊客殿

ＵＲＬ http://www.hino-rotary.org メール info@hino-rotary.org

委員会報告（続き）

ＳＡＡクラブ運営委員会

山口徹雄 委員長

２月１５日の例会は、海外

からのゲスト等があります。

その準備の炉辺を来週の例

会後に行います。また、１５

日に欠席される方は、事前

にご連絡をお願いします。

ニコニコ

本日のニコニコ

４名 7,000円

累計 556,500円

（予算達成 55.7%）

報告 成田恭隆

会員増強・親睦委員

藤林良昭 君 地区大会

に皆さんで参加しましょ

う。

和田達也 君 スマートフ

ォンに買い換えをしまし

た。まだ使いこなせていま

せん。

飯作金彦 君 今日は久し

ぶりに卓話をさせていた

だきます。

成田恭隆 君 大変寒い日

が続きます。インフルエン

ザの流行も始まりました。

体調を管理しこの寒さを

越えましょう。

誕生日記念品贈呈


