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『卓話：私が入会したころ』
【 会長挨拶 】

成田 恭隆

野村 圭伊 会員

会長

先週の地区大会に出席していただいた皆様ありがとうござい
ました。盛大な地区大会でした。坂本ガバナーも一生懸命で、
盛り上がり、とても緊張感のある有意義な大会でした。

≪例会プログラム≫

【司会】
土方 淳
例会向上委員長

友愛の広場には、当クラブでも社会奉仕活動のブースを設置しました。山下
会員、北村会員には前日より準備して頂きありがとうございました。ブリティ 【開会点鐘】
成田 恭隆 会長
ッシュヒルズ中学生国内留学事業や新撰組の良い広報になったと思います。
３月、４月、５月は行事の多い時期です。皆様ご協力お願いします。

【幹事報告】 松浦 信平

幹事

・献血（3 月 11 日）の際、出席した会員と同伴者に昼食代と

【国歌・ロータリーソング】
ソングリーダー
福田 多恵子 君
『君が代』
『奉仕の理想』

して一人 1000 円をお渡しします。
・3 月 18 日に会館売却資金の活用方法について臨時総会を開催する予定です。
・花見例会（4 月 1 日）の際、出席する会員から臨時会費 3000 円をいただき
ます。
・3 月のロータリーレートは１ドル 118 円です。
・東京西 RC より 60 周年記念祝賀会（5 月 29 日）の案内が来ています。
・地区大会実行委員長より、お礼状が来ています。
・バギオ便りを回覧します。
・東京あけぼの RC より RI 加盟認証状伝達式（4 月 12 日）の案内が来ていま
す。

【四つのテスト】
【ビジター】
東京飛火野ロータリークラブ
志野 与志野 様
【月例祝賀・ニコニコ報告】
小林 雄太 委員

・テーブルにあるのは、水野ガバナーエレクトからお土産にいただいたアーモ

【出席報告】
疋田 久武 委員

ンドです。

【地区表彰】

【地区表彰】

・地区大会で清水博雅会員が長寿会員として表彰され
ました。

【青少年奉仕委員会】 北村 淳

委員長

・地区ローターアクトよりリーフレットがきています。
ご覧下さい。
・3 月 25 日の卓話は、青少年交換来日生としてアメリカから
来ている高校生のジェリアさんを予定しています。

【委員会報告】
青少年奉仕委員会
ロータリー財団米山奨学委員会
社会奉仕委員会
次年度理事会
創立５０周年実行委員会
【卓話】
野村 圭伊 会員

【ロータリー財団 米山奨学委員会】 井村 廣巳

委員長

・米山の特別寄付と、さらにベネファクターの寄付もぜひお願いします。

【社会奉仕委員会】 藤林 良昭

委員長

・小田原潔会員、小林雄太会員よりペットボトルのキャップを頂きました。
・来週の例会は献血例会です。会員と会員の関係者の方々のご協力お願いします。
午前は 10 時から 11 時 30 分、午後は 1 時から 3 時 30 分です。
・4 月 19 日（日）は、多摩川・浅川クリーン作戦です。
・5 月 9 日（土）10 日（日）は、ひの新撰組まつりです。
これらについては後日詳細をお伝えしますが、ご協力お願いします。

【次年度理事会】 西山 尚之

次年度幹事

・本日の例会終了後、次年度理事会を開催します。

【創立５０周年実行委員会】 山口 徹雄

委員

・創立 50 周年のロゴマークを北村淳会員にいくつか作って頂きました。
後日決定しますが、皆様ご意見お願いします。

【卓話：私が入会したころ】 野村 圭伊

会員

私が入会したのは、１９９３年１０月です。江渕先生に勧められました。当時のクラブの会員数
は８０～９０人位で、会長は清水博雅さんでした。所属は SAA でした。SAA だけでコンペができる
ほど多数の委員会でした。実際に６月には SAA 委員会の打ち上げコンペ企画があり、朝霧ジャンボ
リーで 1 泊、これがゴルフの始まりで、今ではゴルフ大好き人間となり、昨年はラウンド数８５回でした。
経営に迷った時、小倉さんから ISK コンサルタント飯塚保人先生を紹介され、１年間学びました。その後は小倉
さんの会社アコスの経営理念「磨け磨け自分を磨け、仕事を砥石に自分を磨け」の教えを見習ってきました。諸先
輩から学べるところがロータリーの良いところだと思います。
江渕サロン月１回講師役の先生を囲んで議論。江渕先生の持論は、「ロータリーは楽しむクラブだ。楽しくなけ
ればロータリーじゃない。余計なことを考えずにロータリーを楽しめ」でした。
ロータリーの職業奉仕について
・１９１２年国際ロータリークラブ連合会設立
図書の訪問販売をしていたアーサーF シェルドンが提唱
He profits most who serves best.
「最も奉仕する者が最も報われる」
一般的な奉仕理念としてロータリーに取り入れられた。
・１９２２年国際ロータリー連合会は、
「国際ロータリー」に改称された。
すべてのクラブに標準ロータリークラブ定款が義務付けられた。
・２３-２４決議 ロータリーは人生哲学
ロータリーは一つの人生哲学であり、利己的欲求と利他的欲求の間にある矛盾を和らげるものだ。
・ロータリーには二つの奉仕理念がある。
「超我の奉仕」
・・・人道的奉仕活動の理念
「職業奉仕」
・・・・最も奉仕する者、最も多く報われるという理念
つまり、ロータリーには人道的奉仕活動のほかに、職業人としての特異な実践活動がある。
分かりやすくいうと、職業上、人に良いことをしようと集っているのがロータリーということです。
ロータリーの職業奉仕は、大切な良いテーマだと感じています。最後に「ゴルフ」と「酒」を知り、ロータリー
活動を大いに楽しんでいます。改めて、入会して良かったと思っています。

【 ニコニコ報告 】 小林 雄太 委員
本日のニコニコ： 16,400 円／累計
ビジターフィー：
2,000 円／累計
成田

恭隆

君

清水
松浦
小島

博雅
信平
馨

君
君
君

福田 多恵子 君

藤林

良昭

君

田中 くに子 君

708,674 円
40,000 円

今日は 4 月上旬並みの暖かさですが、明日から冷え込むとのことです。
体調を整えて元気に過ごしましょう。
所用のため早退いたしますので。
地区大会、多くの参加ありがとうございました。
地区大会に続き、女子会で小峰会員には大変お世話になりました。
とても美味しく、楽しい会でした。
先週、久しぶりに女子会に参加し、楽しい夜を過ごすことができました。
小峰さんに心から感謝します。またお願いします！
今日は野村さんの卓話、楽しみに来ました。宜しくお願いします。
我が家の庭に梅の木が一本。
これがピンク色の花が咲き満開です。とても幸せを感じます。
楽しい女子会をありがとうございました。長い疲れが吹っ飛びました。

※『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。

【 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 26 名（内、出席免除会員数 3 名）
、事前ＭＵ3 名、合計 29 名。
よって、出席率は 85.29％です。来週も引き続き 80％以上の出席率を目指したいと思います。

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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