
第2251回 2012年６月１３日(水) 12:30～13:30 髙幡不動尊

東京日野ロータリークラブ 第２２５１回 週報

例会プログラム

司会 山村 俼偀

例会進行委員

開会点鐘 藤林 良昭 会長

ロータリーソング

『我等の生業』

ソングリーダー

熊井 治孝 君

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

ヴィジター・ゲスト紹介

左門 左兵衛 様

米山功労者（第１回）表彰

松田 忠泰 君

入会式

入会会員

左門 左兵衛 様

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 森部委員

次年度社会奉仕委員会 土方次期委員長

次年度幹事 山下次 期 幹 事

ゴルフ会 野村幹事長

卓話 「健康で長寿の秘訣」

卓話講師 清水 博雅 会員

食事 葵 （土方会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

片倉ガバナーがお亡くなりになりました。誠に寂しく、残念です。皆さ

ん、黙祷をお願いいたします。 ＜黙祷＞

本日は、左門さんの入会式です。盛り上げていきましょう。また、私の

会長任期も短くなりました。よろしくお願いいたします。

幹事報告 和田 達也 幹事

東京世田谷中央ロータリークラブより事務局移転のお知らせです。■

先ほど会長とあじさい祭りのお祝い金を川澄御前にお持ちした際、お■

不動さんの小冊子「四季逍遥」をいただいてきました。皆様のメールボ

ックスに入れておきますのでお持ち帰りください。

本日１８：３０より日野寿司にてクラブ協議会があります。役員・理事・委■

員長の皆様のご出席をお願いいたします。

入会式 左門 左兵衛 会員

会員証、バッチ、花束などが、藤林会長から渡されました。

松田会員（スポンサー） 「左門さんは平成１３年に明治学院大学文学部

芸術学科をご卒業。趣味は、読書、音楽、映画鑑賞です。」

左門会員 「若輩者ですが、入会させていただき光

栄です。父が日野ロータリークラブで大変お世話にな

りました。一からロータリーを勉強して、貢献していけ

ればと思っています。よろしくお願いいたします」

委員会報告

出席委員会 森部 美加 委員

MU 本日の事前メークアップ

井村廣巳 君、小峯敏夫 君、小倉裕美 君、松浦信平 君

MU 先週・先々週のメークアップ 阪口茂君（先々週）

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 32 23 4
4 87.10%

2012.06.13 (5) (4) (0)

前回訂正 31 21 2+0
5 82.14%

2012.06.06 (5) (2) (0+0)

前々回訂正 31 24 1+0+1
4 83.87%

2012.05.23 (5) (5) (0+0+0)



東京日野ロータリークラブ 第２２５１回 週報

卓話 「健康で長寿の秘訣」 清水 博雅 会員

はじめに 私が立川高校１年生のときに、当

クラブ会員の江淵浩美さんが３年生でした。

江淵さんは優秀な江淵三兄弟と呼ばれ有名

で、その弟さんと私は同級でした。私は今年

で８６歳です。

七生村 先日、七生緑小学校の子どもたち

に話をしてきましたが、子どもたちは「七生」という名を知りません。日野市

は、日野町と七生村が合併したものです。昔は、浅川の北と南（日野町と

七生村）では、心機が違いました。北の人は元気が良く、南の人は大人し

い。選挙のやり方の違いは如実でした。落川（南）では、人が訪ねてきた

ら女がまず応対して用件を聞き、そのあと男がでる。寄り合いでも、その

場で決めないで、うちに持ち帰ってから考えて…となります。さて、七生村

（南）は、１８８９年に平山村、南平村、高幡村、程久保村、三沢村、落川

村、百草村の７つの村が合併してできました。よって七生なのです。

昭景小学校 七生村には３つ学校がありました。三沢の医王寺に潤徳小

学校、平山の宗印寺に平山小学校、そして真照寺に昭景小学校。三沢

に漢学者の人がいて、「潤徳」や「昭景」と名付けました。昭景小は、のち

に潤徳小の分教所となり無くなりました。日野第八小学校ができるときに、

昭景小の名を復活させようと運動しましたが、実現しませんでした。「潤

徳」や「昭景」という名は、貴重になってきています。

真照寺 大正地代に丸焼けになる前は、大きなお寺でした。昭景小は、

分教所となったあとも昭和４０年まで真照寺にありました。私の頃は、１年

生・２年生ともに各１２～１３人、それを一人の先生が同時に両方に教えて

いました。よって、生徒は２年繰り返して教わることになるので、分教所の

生徒は良くできる、と言われていました。分教所が昭和４０年に無くなった

あと、戻ってきた土地で幼稚園をやって欲しいという地元の要望があり、

幼稚園を始めました。

長寿の秘訣 健康で長寿の秘訣は、次の５つです。

①勉強すること 何かを知ろうとする好奇心をもつことです。

②仕事をすること 人のために働くと良いです。

③お洒落をすること 金をかけろということではなく、身だしなみ。

④小金をもつこと お洒落にも何にも小金が必要です。

⑤小指です やましい意味ではなく、異性を意識することです。

そして私は、幼稚園で子どもたち相手に「園長パワー！」と掛け声をか

けて手品を披露して楽しんでいます。

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

ニコニコ

本日のニコニコ ８名 20,000円

累計 776,500円 （予算達成 77.7%）

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

藤林良昭 君 左門左兵衛さん、入会おめでとう。

和田達也 君 左門さんの入会を心より歓迎いたし

ます。清水さんの卓話を楽しみにしております。

清水博雅 君 大 久しぶりに卓話をさせていた

だく機会を作って下さり、おしゃべりの私としては、

大変うれしく、感謝のしるしです。

飯作金彦 君 ①左門さん、入会おめでとうござい

ます。 ②６／１１のプロアマチャリティで準優勝（団

体戦）しました。 ③清水会員の卓話、楽しみです。

松田忠泰 君 左門さん、入会、オメデトウ。長期な

ので、ゆっくり。

森岡弘通 君 左門さんの入会を祝って。

成田恭隆 君 左門さん入会おめでとうございます。

山口徹雄 君 左門さん、入会おめでとうございま

す。楽しくやっていきましょう。

委員会報告など （続き）

次年度社会奉仕委員会 土方次期委員長

よさこい祭り、一口５千円から又は

うちわのご協力、よろしくお願いい

たします。６月２２日が〆切です。

次年度幹事 山下 次期幹事

ロータリー手帳が８冊くらい残部あ

ります。必要な方は事務局まで。

ゴルフ会 野村 幹事長

プロアマチャリティゴルフが盛大に

行われました。飯作会員グループ

が第２位、松田会員グループが第

３０位でシュウマイ６ヶ月分！ 私のグループが

第３３位でボール３つと帽子をいただきました。

米山功労者表彰 松田会員（第１回）


