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2014年 7月15日（火）第1212回
■司
会 出席委員会 安西 清委員長
■開会点鐘 会長 渡邉良勝
■ロータリーソング「それでこそロータリー」
今月の歌「夏は来ぬ」
ソングリーダー本田 誠会員
■親睦委員会 ニコニコ報告 藤野益夫委員長
ニコニコメッセージ後記
■出席報告 出席委員会 馬場弘融副委員長
報告内容（後記）
■会長報告 会長 渡邉良勝
1.7/9（水）第1回会長・幹事会
◎地区全クラブの「奉仕プロジェクト実施報告書」受領（冊子）
◎今年度は「小粥定美賞」を設ける事とした。
◎各クラブの戦略計画は全員で討議の上決定したものである事。
（立法案の提出を願いたい。締め切りを8/31まで延期する。）聖
徳太子17条憲法の17条で、その事は、独り断（さだ）むべからず。必
ず衆とともによろしく論（あげつらう）べし。と定めているがこれを
実践したい。
（注：原文：夫事不可独断 必興衆宜論 編集子）
2.ロータリ−デーを設立したい。と依頼あり7月30日提出す
る。→7/22臨時理事会を開催し決める。
3.9/10（水）（※9/9（火）振替）は日野RCと合同例会とす
る。会場候補：葵ホール 水野ガバナーエレクトに卓話をして
もらえないかと打診があった。
4.ポリオ撲滅チャリティコンサート（東京南RC）アンドリュー・
ウオン 於：八芳園 2014.12.22（月）募集250名 28,000
円 8/31まで
5.米山奨学生・学友・ロータリアン懇親パーティー 於：明治
記念館 2014.8.23（土）10,000円
6.2530地区ガバナー野崎 潔が、福島の風評被害払拭のため
に「福島会津の里にこらんしょ」プロジェクト研修会を開催し
た。全国のロータリアンに会津に来ていただき心の交流しても
らいたい。と要請があります。
○「ロータリーの友」委員会→水野さんに顧問をお願いした。
○ガバナー補佐引き受けクラブ引き受けクラブの順番を決め
た。
（パストガバナー・ガバナー補佐会）

■幹事報告

会長エレクト

小島

明

1.8/22（火）臨時理事会。
2.皆さんにチラシを配りましたが、東日本大震災復興応援チャリ
ティコンサート賛助金のお願いが、日野市青少年育成会連合会
会長、コンサート実行委員会委員長から届いてます。
3.町田RCから活動計画が届きました。回覧します。
4.10/2（木）3クラブ合同コンペ 於：小金井CC。団体割引ができ

通常例会

於：高幡不動尊

る参加者となりそうです。日野RC・当RCですでに4組16名です。
5.プロアマチャリティゴルフの決算が届いてます。1,813千円余
寄付が集まり、調布市内の15の施設に贈呈した。

●地区の出来事紹介

ガバナーエレクト

水野

功

1.ガバナーデー開催について「ロータリー友」7月号P40で、RI
北 清治理事が記事を寄せています。併せて１月号の記事も紹
介されてます。
2.アンドリュー・ウオンコンサートは昨年個人で開催し35,000
円でした。今年はチャリティでご協力ください。

●チャリティーコンサートについて

谷

和彦会員

1.9月21日開催の「届けよう。日野から元気を。」のチャリティ
コンサート賛助金をお願いしてます。1口1,000円です。何口で
も結構です。
2.東日本大震災復興支援チャリティ「ビルマン聡平・山田剛史
クラシックコンサート」が7月27日（日）ひの煉瓦ホールで開催
されます。ご協力ください。

■卓話講師紹介
安西 清会員
■卓話「市長として学んだこと」 馬場弘融会員
再入会してロータリアンとして生活のリズムが
掴めてきた感じがします。卓話の機会を得ら
れて感謝します。又、永年行政へのご協力あり
がとうございました。今日は、昨年日野RCでの
卓話に手を加えて、なぜ市長になれたか、市長で学んだリー
ダーシップ、引退する際のリーダーシップ、むすびの順でお
話します。
なぜ市長になれたかですが、持続する意思を持ち続け、人様
を公平に見て、諸々の機会に挫折を味わうと共に全てをタ
イミングを図って対応できたからだと思います。大事な事
は丈夫な身体と笑顔です。丈夫な身体と笑顔授けてくれた
母へ感謝です。私は「和気藹々」という言葉が好きです。
RCの4つのテストに みんなのため が掲げられています
が、みんなの事を考える習慣とみんなの協力を頂いたこと
が大きな力になりました。就任して学んだ事は、
「決断」で
した。今日やるか明日やるかの決断は大変難しかったが、自
分の判断で多くがスムースに進みました。決断したら置か
れた立場から逃げないこと、どんな課題でも受け止めて、タ
イミングよく対応することでした。前市長とは支持政党も
出身基盤も異なり、就任時に24年間の反動もありました。
私が市長として貫いたリーダーシップは、決断ですが、その
ために意見をよく聴くこと、納得するまで説得、果敢に行
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2014 ▶ 15 WeeklyReport vol. 27-3

動、誤れば謝る等いろいろありましたが、オーケストラの指

いな事に日本は多信教です。今、
マスコミも心配です。大極

揮者のように、市政を支えるのは、自分ではなく市民・職員

的に論ずる所が求められます。孫の「じいじはニュースと新

という姿勢を貫いたことです。

聞をよく見るがよい事書いてないじゃない。」の言葉に衝撃

一番のポイントは、、明確な目標を示したことです。年頭に

を受けました。確かに批判と悪事が紙面を飾っています。小

必ず目標を発表しました。最初は訝しがる人もいましたが、

学生の見方は痛烈です。明るいニュースと感動するような記

年を追う毎にそれが待たれるようになりました。即断して責

事を待望すのは私だけであはりません。ご静聴ありがとう

任をはっきりさせ、常に新しいことに挑戦し先頭に立ち規

ございました。

範を示しぶれない姿勢を貫きました。行政は1＋1が2になら
ないことばかりで1.5のことが多いですが「いつかきっとな

■謝辞
■閉会点鐘

る」と確信して臨みました。叉、説得力・文章力をつけるため

●Current Topics●

本もよく読みます。今でもベッド・居間・テレビのある場所に

です。また、よく寝ること。朝が大事な事が解りました。しっ

1.7月13日（日本時間14日早朝）サッカーW杯アルゼンチンを
下しドイツ優勝。
2.WHOは8日、西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネの
3ヵ国でのエボラ出血熱感染について、6日時点の感染者が計
844人、死者が518人に達したと発表。ギニアでは3日以降新た
な感染者は出てないが、リベリア、シエラレオネRでは計23人が
感染。WHOは「感染者の手当て、葬儀を原因とする感染が続
いている。」と説明している。西アフリカでは葬儀で遺体を水
で洗う風習がある。

かり睡眠を取り、早起きして身体を動かし頭をスッキリさせ

ニコニコメッセージ

る。これを今でも継続しています。登庁して朝会う人は大切

渡邉良勝さん・・本日、パークタワー東京の佐々木さんと打合せを
しました。水野年度が本格的にスタートしました。
河野和正さん・・日野高校は延長で５対４で負けたが日野市小型ポ
ンプ操法で第２位で7/13（日）は夜１０時までお祝いでした。暑い
ので身体に気をつけましょう。
水野 功さん・・暑い！早く梅雨も終わって欲しいですネ！谷さんお
土産ありがとうございました。卓話楽しみです！
馬場弘融さん・・一年ぶりに卓話のスピーチをさせて頂きます。よろしく。
本田 誠さん・・来年初めに孫が生まれそうです。
平吹正義さん・・暑い！暑い！（国語辞典には気温が苦痛に感じら
れるほど高い、とあります。）皆さん熱中症には気をつけましょう。
生沼通男さん・・ベネッセの個人情報流出が報道されていますが、昨
日友人から生沼さんの履歴がパソコンで出てくるヨと言われてビッ
クリ。さっそくパソコンで入力すると２ページにわたって書いてあっ
たので２度ビックリ。その中には飛火野の情報も入っていました。
平 良信さん・・先日、日本丸で小笠原方面へ行った時のことをテ
レビで放映していました。ロータリーの赤いウインドブレーカーを
着たかっこいい中年男が映っていました。
梅田俊幸さん・・所用の為、早退させて頂きます。
星野幸夫さん・・日曜日に突然、駐在所の巡査が訪ねてきました。
何事ならんと出てみたら、オレオレ詐欺の犯人が捕まり、押収した
リストに私の名前が出ているから注意するようにとのことでした。
とうとう狙われるようになってしまいました。
藤野益夫さん・・サッカーW杯アルゼンチンとドイツの両チームに
トロフィーをあげたいです。激闘１２０分で早朝からTV観戦で楽し
みました。馬場会員卓話楽しみです。

常に3冊ほど本を置いてます。多くの一流の人に会いいろい
ろ学び引き出しを多く持つ事が出来ました。又、歴史感覚と
地理感覚を磨き自分の座標軸を確立する事が出来ました。
生活の中で大事な事はONとOFのけじめです。在任中はつ
れあいから「家では、全く役に立たない」といわれましたが、
それでよいと思いました。緊張の継続ではなく弛緩が必要

な人で自分が万全でなければと思いました。昔、朝廷で朝議
がありました。
人を動かすには、任せる、誉めることではないかと思います。
自分の意見を正面から主張し議論ができる部下を使う事が
人材の育成になると思います。みんなの力を引きだせる環
境が大切です。和気藹々が基本でしょう。引退するに際し、
まだまだやれるという良い声を沢山頂きました。ありがたい
お言葉でしたが、胸深くしまい甘えてはいけないと思いまし
た。人の役割には 賞味期限 があると思います。これを看
過してはいけません。断固たる意志と現実を見つめるバラン
ス感覚、時代認識が必要です。
こうして退いたわけですが、結びに今、日本は少し心配です。
日本は今、エリート教育が必要です。俺がおれがの自己中心の
人間が多いのではないでしょうか。公の為に力を出せる若者
を育てたいです。塩野七生によれば、
「指導者に求められるの
は、知性、説得力、肉体の耐久力、自己抑制力、持続する意思
です。」ユリウス・カエサル（注：シーザー

編集子）だけがこ

れをすベて備えていたようです。
（イタリアの教科書から）
人は皆「品格」を持ちたい「寛容」でありたいと思っていま
す。他者を思いやり受け入れることが大切だと思います。幸

1215回 通常例会
8月5日 12：30
高幡不動尊客殿
卓話：黒川高徳会員
司会：濱田会員

8月12日 19：00
お盆休会

会長 渡邉良勝
会長 渡邉良勝

1216回 移動合同夜間例会
8月19日 18：00

八王子ホテルニューグランド
八王子東RC合同夜間例会
司会：藤野親睦委員長

1217回 通常例会
8月26日 12：30
高幡不動尊客殿
クラブ協議会
司会：平吹SAA委員長
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