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『卓話：私の青春時代』
【 会長挨拶 】

成田 恭隆

ニューソウルロータリークラブ

会長

親睦旅行、法定休会後の久方の例会場での例会です。落ち着
きますね。親睦旅行は大変意義深くとても楽しい旅行でした。

林 隆義 様

≪例会プログラム≫

【司会】
飯作 金彦 例会向上委員

国会議事堂は数年ぶりの見学でしたが、首相官邸の訪問は大
変感激致しました。おそらく、私はこの旅行に参加しないでいたら、一生訪問 【開会点鐘】
成田 恭隆 会長
の機会はないと思いました。国家のかじ取りをする重要な場所であることを感
じました。また、ニュース映像で見る記者会見室、組閣の時の写真撮影する階 【国歌・ロータリーソング】
ソングリーダー
段等を間近に見たことは一生の思い出になると思います。この様な企画をして
井村 廣巳 君
頂いた親睦委員会の小島委員長と親睦委員の皆様には感謝致します。参加され
『君が代』
た会員の家族の皆様には厚く御礼申し上げます。
『奉仕の理想』
昨日、東証株価が上がりました。これは小林さんがロータリーに入会したた
【四つのテスト】
めでなかろうかと私なりに考えています。

【ゲスト紹介】
ニューソウルロータリークラブ
【 幹事報告 】 松浦 信平 幹事
林 隆義 様
入会者 小林 雄太 様
・クラブ強化委員会の中に「会員増強特別部会」を設けることに
日野市立第二中学校(職場体験)
木村 由紀 様
なりました。部会長は飯作会員です。
手捲 萌乃 様
・忘年家族会（12/17）について、不参加の会員にも会費の半額である 6,000
白石 美鳥 様
円の協力金（臨時会費）をご負担いただくことになりました。
中央大学３年
・高幡不動尊萬燈会（11/22）に会員一人当たり 1,000 円を思いやり資金から
近藤 美由紀 様
お納めします。
・１１月のロータリーレートは 1 ドル 106 円です。
・東京多摩ＲＣのチャーターメンバーである由井重光様が 10/17 にご逝去さ
れました。

【入会式】

小林 雄太

様

鎌倉の出身です。現在、妻と長女、長男の
三人を鎌倉に残し、単身赴任の生活です。
趣味はアメリカンフットボール、サーフィン、
ゴルフです。中央大学の出身で、部活で高幡不
動にはお参りに来たこともあります。
縁のある地でロータリークラブに参加でき、
非常に感激しています。よろしくお願いします。

【入会式】
入会者 小林 雄太 様
【月例祝賀・ニコニコ報告】
小島 馨 委員長
【出席報告】
疋田 久武 委員

【指名委員会】

杉田 純一

委員長
【委員会報告】
指名委員会
クラブ強化委員会
ＩＭ実行委員会
社会奉仕委員会
会員増強特別部会

別紙のとおり委員を選任し、指名委員会を設置しました。
１９日（水）午後６時から委員会を行います。

【クラブ強化委員会】

西山 尚之

委員長
【卓話】
ニューソウルロータリークラブ
林 隆義 様

・皆様、10 月 8 日実施しましたオープンクラブに参加して
頂いたビジターの方に入会をぜひ勧めて下さい。
・12 月 14 日忘年ゴルフコンペを行います。皆様参加お願い
します。

【ＩＭ実行委員会】

山口 徹雄

委員

11 月 22 日のＩＭの駐車場券の予備があります。希望の方はお知らせ下さい。

【社会奉仕委員会】

藤林 良昭

本日入会しました小林会員より、
さっそくペットボトルのキャップを
頂きました。

【卓話：私の青春時代】

委員長

【会員増強特別部会】

飯作 金彦

部会長

本日、例会終了後に炉辺を行います。

ニューソウルロータリークラブ

林 隆義

様

私は、1938 年に平壌で生まれ、4 歳の頃には、父は建設会社を起こし、家族は豊かな生活を
していました。10 歳の時、1948 年、国は北と南に分かれ、平壌のある北はソ連風の厳しい生
活と訓練を強いられました。
12 歳の時、1950 年 6 月 25 日、朝鮮戦争が勃発しました。当初、北が断然優勢で統一まであと一歩のところま
で進みましたが、アメリカ他連合軍が参戦し、逆に勝利を重ね、北進しました。その後、中国が加わり、また北
が優勢となり、その間に多数の軍人、民間人が犠牲になりました。
13 歳の時、事情があって家族と別れ、孤児になってしまいました。生きていくため、古靴や農機具を田舎に持
っていき、帰りに米などに代え持ち帰る古物商のようなことをしていました。荷物は 20kg もあり、その距離は
80km の時もありました。少年には大変つらいことでした。
15 歳になると、人民軍に入る歳です。入れば、ほとんど死んでしまします。また、逃げて見つかれば殺されて
しまいます。
「ただ、生きていれば必ず両親、家族に会える」という希望を持ち、逃げることにしました。何度も
何度も苦難に合いながら、とうとう南へ逃げることができました。これ以来、家族とは会うこともなく、その生
死も分かりません。
私は、この 15 歳の時、死んでしまっていっても不思議ではないと思いました。
そこで、これからの人生はおまけの人生だと思い、できる限り世の中に恩返しを
していきたいと心に決めました。その後、医者になり、ロータリーと出会い、米
山奨学生にもなりました。
私はロータリーを知り、ロータリアンになったことに対し感謝し、常に喜びの
心をもって恩返しとして奉仕しています。

【 ニコニコ報告 】 小島 馨 委員長
本日のニコニコ： 22,600 円／累計
ビジターフィー：
8,000 円／累計

成田
松浦
小宮
谷井
疋田
山下
福田
小島

411,030 円
30,000 円

恭隆 君
信平 君
延雄 君

小林雄太さんの入会を祝して。林先生の卓話を楽しみにしています。
林先生、ようこそお越し下さいました。小林さん、入会おめでとうございます！
このたび仕事（看板業）を引退することになりました。みなさまには色々お世話になり
ました。これからはしばらくノンビリしたいと思います。
正剛 君
小林雄太さんの入会を祝して。ロータリーを楽しんで下さい。
久武 君
先月、妻の誕生日に蒲鉾が届きました。妻と 2 人で美味しくいただきました。
ありがとうございました。
雅弘 君
今日は日野市立第２中学校の職場体験の木村さん、手捲さん、白石さん、
中央大学３年の近藤さんをつれてきました。お手柔らかに。
多恵子 君
小林さん、入会おめでとうございます。若いフレッシュな風が吹くことでしょう。
よろしくお願い致します。
馨 君
先日親睦炉辺で森部さん、小林さんの歓送迎を小峯委員の計らいで楽しみました。
小林さんご入会おめでとうございます。期待しております。
※『一服も奉仕でごザル』からもニコニコをいただいております。

・親睦旅行に参加頂きありがとうございました。天気に恵まれませんでしたが、内容の濃い旅行だったと
喜んでおります。
・12 月 17 日（水）のクリスマス会の案内をお渡しします。ご覧下さい。

【 出席報告 】疋田 久武

委員

正会員総数 35 名(内、免除会員数 4 名)
出席会員総数 24 名（内、出席免除会員数 3 名）
、事前ＭＵ3 名、合計 27 名。
よって、出席率は 79.41％です。
来週こそ 80％以上の出席率を目指したいと思います。皆様よろしくお願いします。

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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