
第2240回 2012年３月２１日(水) 12:30～13:30 高幡不動尊

東京日野ロータリークラブ 第２２４０回 週報

例会プログラム

司会 西山 尚之

例会進行委員

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

仲谷 政毅 君

『それでこそロータリー』

ヴィジター・ゲスト紹介

韓国ニューソウルＲＣ

林 隆 義 様（卓話講師）
りむ ゆんうい

大和証券（株）多摩支店長

森部 美加 様

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 山下委員長

出席委員会 仲谷委員

社会奉仕委員会 西山委員

次年度幹事 山下会員

例会進行委員会 西山委員

卓話

韓国ニューソウルＲＣ 林 隆義 様

「ロータリーと出会って３５年」

食事 日野寿司（和田一男会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

春らしくなってきました。

本日は、林先生がいらしてくださいました。大変光

栄です。先生は７４歳ということですが、さらに勉学を

深めていかれている姿勢には、頭が下がります。

大変残念ですが、仲谷会員が異動されることになりました。後任の

森部さん、どうぞよろしくお願いいたします。

幹事報告 和田 達也 幹事

２５２０地区（岩手・宮城）より山田■

町の小中学生による作文集が届

きました。これは山田町の小中学

生が震災をテーマに綴った作文

集でありまして、全国から寄せら

れた支援に対するお礼としてご

送付いただきました。また、同時

に全国各地からいただいた支援

活動の一部をポスターにまとめ、

感謝のしるしとして送付ください

ました。回覧いたします。

例会変更のお知らせです。■

東京多摩グリーンRC、東京日本橋西RC。

異動の挨拶 仲谷政毅会員 → 森部美加さん

仲谷会員の新天地でのご活躍をご祈念申し上げます。
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ニコニコ

本日のニコニコ ７名 13,000円

累計 634,500円 （予算達成 63.5%）

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

藤林良昭 君 林先生、ようこそいらっし

ゃいました。

和田達也 君 林先生、ようこそお越しく

ださいました。卓話を楽しみにしていま

す。森部さん、ようこそ。

飯作金彦一 君 林先生、遠方から有り

難うございます。今日の卓話、楽しみに

しております。

松田忠泰 君 林先生。本日よろし

く！！

小峯敏夫 君 三男の仕事が決まり、昨

日から行き始めました。

成田恭隆 君 今朝、鶯がホーホヶ…ま

だ上手に鳴けませんが、春の気配を感

じました。

山口徹雄 君 林先生、卓話を楽しみに

しております。大雪例会の週報は、予算

厳しいなかですが、カラーにしました。

是非、ご覧ご保存ください。

委員会報告など

出席委員会 仲谷 政毅 委員

MU 本日の事前メークアップ 横倉利夫 君

MU 前回・前々回のメークアップ 山村俼偀

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 22 1
5 82.14%

2012.03.21 (5) (2) (0)
前回訂正 31 19 1+1

6 77.78%
2012.03.13 (5) (1) (0+0)

前々回訂正 31 24 1+1+0
4 86.67%

2012.03.07 (5) (4) (0+0+0)

社会奉仕委員会 西山 尚之 委員

献血例会（３月１３日）に、７０名の方が来てくださいました。ありがとうご

ざいました。４月１５日は、浅川クリーン作戦です。こちらもよろしくお願い

いたします。

次年度幹事 山下 雅弘 委員

本日、例会終了後に次年度理事会を行います。次年度理事の方、よ

ろしくお願いいたします。

例会進行委員会 西山 尚之 委員

来週の例会は、花見例会です。１８時点鐘となります。

第２２３９回 例会 献血例会

第２２３９回例会（献血例会）は、平成２４

年３月１３日、高幡不動尊の駐車場にて、

飛火野ＲＣと合同で行いました。

７０名（会員の家族や知人も含む）の方

が参加してくださいました。
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卓 話 「ロータリーと出会って３５年」

韓国ニューソウルＲＣ 林 隆義 様
りむ ゆんうい

こんにちは。林と申します。よろしくお願

いいたします。

ロータリーとの出会い 私は、大学を卒

業後、大学病院でインターンの多忙な

日々をすごし、その後、京都大学に留

学いたしました。それまではロータリー

クラブのことを知りませんでした。

京都には鴨川と桂川という有名な川

がふたつ流れています。その鴨川の近

くに大学病院があり、よく散策しました。

あるとき、作業服姿の人々が鴨川を清掃していました。その人達は、歯車

のような絵の描かれた旗（ロータリー旗）を持っていて、そのとき初めて、ロー

タリークラブという存在を知りました。

米山奨学～帰国 その後、私は、ロータリーの米山奨学生になり、奨学金

をいただきながら勉強を続けました。ロータリーのおかげで、勉学に集中で

き、また愛情・希望・勇気もいただきました。

韓国に帰ったら、自らロータリアンになり、奉仕をして恩返ししようと決意

し、実際に帰国後すぐにロータリーに入りました。以後、３５年間、１００％の

出席を続けています。

医療活動による奉仕 韓国では、貧しい生活をしている人々を無料で治療

する奉仕を何年も続けました。

その後、旧ソ連のカザフスタンで、白血病の子どもたちを治療しました。何

故、カザフスタンまで出向くことにしたのかといえば、奉仕するロータリーの

方々の背中をみたからです。

核実験による環境破壊 １９４５年にニューメキシコ州で世界初の核実験が

行われました。その後、世界各地で膨大な回数の核実験が行われ、環境が

破壊されています。

冷戦時代には米ソの核開発競争が激化しました。カザフスタンでも何百

回と実験が行われ数十万人の人々が被爆しました。私は、数多くの子どもた

ちが亡くなっていくのを見ています。

核兵器の無い地球を 私達は、核兵器を廃絶すべきです。核を発見した人

類が、それを平和に利用できるようにして平和な２１世紀を実現するのです。

（紙面の都合上、適宜、割愛させていただきました）

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

卓話講師ご紹介

飯作 金彦 プログラム委員長

2003-2004年度の

ＲＩ会長は、ツインクラ

ブ（双子クラブ）をも

つことを提唱しまし

た。日野ＲＣも韓国麻浦ＲＣ（現ニュー

ソールＲＣ）と双子クラブになりました。

林先生は、そのクラブに所属してお

られ、日本語が堪能で、大変お世話

になりました。内科専門医でいらっし

ゃいますが、ご略歴と肩書きは資料の

とおり膨大です。

林先生との交流会

例会当日の夜、日野寿司にて、林

先生を囲んだ交流会が、和やかに行

われました。


