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2015年 3月17日（火） 第12４2回
■司
会 会計 飯森誠之会員
■開会点鐘 会長 渡邉良勝
■ロータリーソング「我等の生業」
今月の唄「春の小川」
ソングリーダー 本田 誠会員
■ニコニコ報告
親睦委員会 藤野益夫委員長
■出席報告
出席委員会 安西 清委員長
■会長報告 会長 渡邊良勝
1.献血例会お疲れ様でした。
2.3/24例会は3/29S.Festi. 3/31例会が4/1日野RCと
の花見合同例会振替で2週通常例会が振替です。
3.PETSが3/26〜27に開催されます。小島年度が間も
なくスタート。水野年度の始まりでもあります。
4.3/19多摩南G協議会が開催されます。於：八王子ホテ
ルニューグランド。地区国際大会推進委員としてアピー
ルします。
5.ロータリー創立110周年に向けての提言募集中です。
どなたか応募ください。
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.スケジュールの確 認。3/24例会は3/29S.Festi.
3/31は4/1日野RCとの合同花見例会〈会費は不要〉
2.3/19多摩南G協議会。
3.サンパウロ国際大会参加を募りますが、来年の韓国国
際大会へ向け積立を今月から事務局で受け付けます。
4.新選組まつり実行委員会より、隊士誘導をお願いした
いと要請が来ています。5/10高幡不動駅6：30から。
5財務省から「講師を派遣しますのでお声を掛けてくだ
さい。」との案内が届いてます.
6.八王子北RCより、ふれあいコンサートへの礼状が届い
てます。
7.米山友愛RCより、5/30ホテルニューオータ二での式
典案内が届いてます。
■「ロータリーの友」 ガバナーエレクト水野 功
昨日「ロータリーの友」の委員会がありました。「友」の
顧問をしています。次年度「友」地区委員長は多摩南Gパ
ストガバナー補佐の井上直行さんです。皆さん読まれて
いると思いますが、ロータリーの動向を知る上で重要な
記事が掲載されています。引き続きご覧いただきたいと
思います。。今後電子盤と印刷になると思います。時代の
流れは電子盤です。対応してください。
■卓話講師紹介 会長 渡邊良勝
講師は皆様御存じの通りで、本日の卓話は先の地区大会
を振り返り水野年度に向けての準備の意味合いを含めた
お話になろうかと思います。よろしくお願いします。

通常例会

於：高幡不動尊殿

■卓話「地区大会報告と水野年度地区大会へのお願い」
次年度地区大会実行委員長 馬場弘融
先に行われた地区大会について、1日目の24日
は、各委員会・PGB昼食会・韓国昼食会があ
りましたが英語・ハングルでの対応が求めら
れます。会 長 幹 事 会・地 区 指 導 者 育成 セミ
ナーの後、RI会長代理ご夫妻を迎えての晩餐
会が開かれました。2日目の25日は地区大会の最重点議
題「地区現況報告」を坂本ガバナーが行ないました。地
区はこの一年間何をやってきたかの報告（目標の到達点
及び経過の総括）でした。記念演奏はピアノの連弾で素
晴らしく、記念講演は天野 篤教授の「心臓外科ひとす
じ」の演題で、生い立ち、手術に向ける情熱、健康寿命が
大切と強調され、患者サイトから「早い・安い・上手い」
を念頭に手術に臨み、あきらめたら患者の死に結びつく
等と、素晴らしい内容でした。その後の懇親会でも親睦
が図れたと思います。振り返るとガバナーの急な交替に
もかかわらず成城新RCが支えて何ごともなかったかの
ように運営されています。準備は直前まで多少問題も
あったが、記念講演は感動を与えたし、記念演奏も迫力
があり他であまり聴く事ができず、いいイベントだったと
思います。実行委員会としては案内や接待、タイムキープ
がなかった等反省すべき点もありました。そして役割分
担が徹底してなかったことが悔やまれます。RCは他の団
体と異なり最終的にはまとまりました。次年度に向け改
善が求められます。予算は約5500万円で支出はホテル
会食に4500万円、講演・演奏500万円、寄附300万円そ
の他でした。
さて、水野年度の準備ですが、予定は2016年2月23〜24
日、場所はザ・プリンスパークタワー東京です。ホストク
ラブである事を忘れず、出られる会員は、全員が最低で
もダブルの役割分担、全体の流れを把握する。その上で
事前の対応と共に当日2日間の対応が必要だ。印刷物の
発送、登録料の受付、支払いはクラブ事務局です。忙し
くなるのは10月頃からでアルバイト採用で対応したい。
大会の骨格を決めて、記念講演では戦後70年、東京オリ
ンピックのことも念頭におき。記念アトラクション・イベ
ントのプラン、歓迎会・懇親会についても考えねばいけ
ない。来 賓 接 待・案内も重要です。青少年 交 換 学生、
RYLA、米山奨学生等の等の活動報告に対するタイム
キープ、PBGメンバーに英語・韓国お客様へハングルヘ
の対応が必要です。飛火野RC会員の心構えは、ホストク
ラブである事を自覚する。しかし、28名では対応しきれ
ないと思われるので、日野RCだけでなく多摩南Gに協力
を呼び掛け応援を仰ぎたい。また、このような機会はた

3月「識字率向上月間」
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びたび訪れる事がないのだから、良い経験の場と捉えて
楽しんでやろうと思う事が大切だ。そして、自分の為にと
思う事ではないでしょうか。私からお願いは、実行委員
会で私を助けてくれる会員が欲しい。今年は成城新RC
の幹事が大会幹事に就いていた。また、例会等で大会会
場に出向き土地勘を掴もうではありませんか。和気藹々
の中で、ひとり一人が楽しい思い出を創ろうではありませ
んか。と卓話を結ばれた。
●2750地区ガバナーエレクト 水野 功会員
微に入り細に入り説明いただいたので何もありません
が、皆さんのご協力をお願いします。今年の大会はタイム
キーパーがいませんでしたが必須です。招待者の席が用
意されてないという不手際もありました。そのような事
がないようにしたいです。大会イベントに要する情報を
挙げて下さい。エンジョイRCで当たっていただきたいと
思ってます。
●水野年度地区幹事 会長 渡邉良勝会員
馬場さんの話を聞き、改めて会員として自覚し準備を確
固たるものにして大会に当ろうと思いました。
●水野年度地区代表幹事 本田 誠会員
今年の大会では、なんの指示もなく役割分担もハっキリ
しなかった。来場された皆さんがどこに行けばいいか、
座席がどこか判らん状態だったので自ら会場誘導をやり
ました。役割分担ははっきりさせる事です。当日はコミュ
ニケーションを図る上で、英語・ハングルが必要で日本語
も判らない人もいますので、対処が求められます。実行委
員会は飛火野が責任を持つ事になりますので、万全の体
制で準備を進めねばなりません。
■閉会点鐘

会長

渡邉良勝

●「がんチャリティWALKひの2014」報告会
2015.3.14 於：市民の森ふれあいホール
2014.9.27〜28に中央公園で開催された「WALKひの」
総括の報告会があり、藤野実行委員出席。野田実行委員
長より「成果も得られ、今後良い方向を目指せればいい
です。長く継続し根づいていけばいいです。」と挨拶があ
り、井上先生の挨拶、谷口実行委員長が、実施内容を報
告。関心を持つ人がいますが理解をいただくのに大変で
した。それでもリレーフォーライフのベースがあり、一昨
年まで事務局の日野社会福祉協議会にお世話になりま
した。850名参加で目標500名を上回り、収入も179.1万
円と目標95万円を上回りました。市民団体の催しとして
は成功しました。私は今回で引退次回から若い方におね
がいします。と挨拶。その後市立病院の菊永先生が「市
立病院の手術数が1100件のうち400件がガンである
事。市内の中学 校に「がんの話」で授業にいかれてい

1245回 通常例会
4月7日 12：30
高幡不動尊客殿
司会：星野会員
卓話：梅田俊幸会員

1246回 通常例会
4月14日 12：30
高幡不動尊客殿
司会：本田会員
卓話：谷 和彦会員

る。」こと等を話された。決算報告があり、市議ガン対策
連の窪田さんが挨拶。閉会。
ニコニコメッセージ
渡邉良勝さん・・本日の卓話は、地区大会実行委員長の馬場弘
融さんです。飛火野クラブとして、ホストクラブの立場
で踏まえた卓話であり、クラブ協議会のつもりで進め
ましょう。お願いします。
朝倉邦雄さん・・花粉症さえなければ、良い季節なのですが…。
水野 功さん・・会長始め皆さんのご協力に改めて感謝してお
ります。PETS、地区協と続きます。どうぞよろしくお
願い致します。
本田 誠さん・・確定申告の本場所もやっと終わりました。皆様
のおかげです。馬場さんの卓話を楽しみにしています。
馬場弘融さん・・地区大会お願いの卓話です。どうぞ、よろしく
頼みます。
早川忠男さん・・健康保険組合の春のウォークラリーに（４・
５・６月で９１万歩）エントリーしました。
小髙俊明さん・・馬場様、本日の卓話よろしくお願いいたします。
平吹正義さん・・馬場会員卓話よろしくお願いいたします。
女房奉仕
平 良信さん・・今日は職業奉仕の為、もとい！！
の為早退致します。
安西 清さん・・どこかで春が生れてる気配。スプリングフェス
タご協力ありがとう。
黒川高徳さん・・寺の庭の沈丁花が数日前から咲き始め良い香
りです。杉の花粉も沢山飛散してますが、もうすこし
の辛抱です。
中澤 洋さん・・東日本大震災から４年目。先日、宇都宮会津
へ行ってきました。雪で大変でした。
飯森誠之さん・・久し振りの司会ですので皆様のご協力お願い
します。
生沼通男さん・・ずいぶんあったかくなりました。今年は雪かき
をして腰が痛くならないですみそうです。
藤野益夫さん・・献血例会の時、山に入って「桜」と「はるこが
ねばな」の写真を撮りました（献血週報に）桜は今日
みたら満開でした。いよいよ桜の開花が待たれます。
馬場会員の卓話楽しみです。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1242回 28
第1240回

28

本日42,000円

累計931,760円

本年度目標額1,200,000円 達成率77.6％

出席 MU前 MU後 欠席
23
2
−
3
20

3

0

0

出席率
89.3％
82.1％

※今週のメークアップ 谷さん 河野さん
※先々週の後メークアップ なし

♦トピックス
1.3月15日石川県能美市市営コースで行なわれた、全日
本陸上競歩選手権で鈴木雄介選手が、男子20キロで1時
間16分36秒の世界新記録で優勝。
2.3月18日「アラブの春」発端チュニジアの首都チュニス
の博物館でテロ発生。日本人旅行者3人死亡3人負傷。

1247回 移動例会
4月19日 9：30

程久保川と浅川の合流地点
清掃

1248回 移動例会
4月25日 9：30
夢ふうせん

奉仕プロジェクト委員会

夢ふうせんBBQ
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