■司会 クラブ管理運営委員会 小髙俊明委員長
■開会点鐘
会長 馬場 弘融
■「四つのテスト」 ロータリーソング「手に手つないで」
今月の歌「紅葉」斉唱
ソングリーダー 本多 誠会員
■お客様紹介 会長 馬場 弘融
日野市社会福祉協議会の係長 山田明生様です。本日卓話を
お願いしました。
■ニコニコ報告 親睦委員会
本田 誠委員長
ニコニコメッセージ紹介、メッセージ後記
■出席報告 出席委員会
報告 内容後記

長谷川嘉則委員長

■会長スピーチ・報告 会長 馬場 弘融
始めに悲しいお知らせです。元会員 鹿島邦彦さんがお亡くな
りになりました。会として弔意を表わすためご仏前をお届けし
ます。日野市産業祭が賑わいの中で終了しました。関係された
皆さんご苦労さまでした。米大統領選は予想に反しトランプ
候補が勝ち、当初は世界不安が起きそうでしたが、無難にス
タートしそうに思われます。とはいえ日本としてはしばらく緊
張感を持って行動すべきでしょう。
1.IMが無事終了しました。ご出席ありがとうございました。我
クラブは谷会員が「夢ふうせん」バーベキューについて、分かり
やすく話していただきました。なかなか好評でした。谷会員は
もとより、準備を担われた小島会員、地区担当委員会の小高会
員お疲れさまでした。
2.過日開かれた地区の「職業報仕セミナー」について、河野幹
事と出席、職業報仕委員長・蓮池さんと水野直前ガバナーの
講演がありました。私は職業奉仕がロータリーの原点と言い
続けていますが、お二人の話を聞く中で初期のロータリーの有
り様から、職業奉仕の考え方の変遷 そして四大奉仕の採用
までロータリーの歴史を改めて勉強させていただきました。
ポール・ハリスが生きたのは、日露戦争の時代であり、ロータ
リーはマフィアと戦った、Vocational Serviceがロータリーの
本質である（これは、使命とか天職に近い考え方です。）、職業
倫 理とは、儲けプラス 他 のため人のため である。Ma x
weberのプロテスト観が土台になっている。
（キリスト教の影
響が大きい）広畑富雄ロータりアンの著作「ロータリーの本
質」によれば、外部に対するクラブ活動はロータリーの本質で
はない、エキストラワークである。一人ひとりのロータリアン
の、継続する行動に、本質がある。江戸商人の思想にも通じ
る。石田梅岩のことば
慎み深く 丁寧に 働き 生きよ
近江商人の教え 三方良し （売り手 買い手 世間）自分の

事業を経営する中で、倫理につながるようなサービスを心掛け
たい。「黒ネコやまと」の小倉社長 サービスが先で利益はそ
の後、イトーヨーカド−の伊藤社長 10円のものは10円で売
れ 人との「出合い」の素晴らしさ など、実に有益なセミナー
でした。いつも申し上げておりますが、皆さんも機会があれ
ば、地区の催しに出席されたらよいでしょう。きっと啓発され
るでしょう。
今日の卓話は社会福祉協議会事務局の山田明生さんにお願い
しました。市民の自主的な福祉団体の取りまとめ役として市民
福祉を支えている、社会福祉協議会の現状について、また、多
くの福祉事業に対し対し、ロータリアンとして、ロータリークラ
ブとしてどんな支援ができるかなど、お話いただけると思いま
す。山田さんよろしくお願いします。
■幹事報告 幹事 河野和正
11日のIM（インターシティミーティング）参加ありがとうござい
ました。発表者の谷さん、実行委員の小高さん、レポート作成
の小島さん長きに亘りご苦労さまでした。
1.これまで後援してきた「ヘルシーエイジング学会」より、改め
て後援依頼と「講演会」のご案内。
2.ロータリー財団100周年、ポリオ撲滅「チャリティコンサー
ト」のご案内
3.地区大会の「友愛の広場」に出展されるクラブの募集。
4.国際大会のガバナーナイトのご案内。
5.11月22日（火）は八王子東RCと合同例会、点鐘：18時 於：
八王子ホテルニューグランド 登録料7000円、平服で参加く
ださい。
▲▲▲回覧物案内▲▲▲
1.ガバナー月信、ハイライトよねやま、函館RC週報
■次年度役員指名委員会 委員長 小島 明
次年度役員・理事候補が決まりましたので発表します。次年度
会長・幹事は前年度指名されています。次々年度会長 天野武
雄 次々年度幹事 長谷川嘉則 会計 平 良信 理事 早
川忠男、平吹 正義、本田 誠、小島 明、生沼通男、渡 邉良
勝、吉崎直司。
■卓話講師紹介 プログラム委員会 幹事 河野和正
■卓話「日野社会福祉協議会」の活動について
山田明生樣
中期計画委員会の中澤委員長の紹介でお話の機会
をいただき伺いました。まず、家族構成に触れてか
ら、大卒後ホテルに入社。今、介護にも関心を持つ学生
も多いが、私は中学生の時、母が病を発症、進行する中、父と介
護をしてきた。そこでケア・マネーさんの話しを聞き救われ、

福祉の仕事へのモチベーションが生まれ、協議会へ入った。法

ニコニコメッセージ

律で「地域福祉を推進する」と明記されているが、協議会はこ

馬場弘融さん・・トランプ大統領で世界はどう動くのでしょうか？卓話

れを具体的にして行く組織です。地域の社会、経済、文化へと
あらゆる活動に参加します。高齢者・障害 者を支援していま

講師の山田さん、よろしくお願いします。
河野和正さん・・先日11/11（金）IMへの参加、御苦労様でした。特に
谷さん・小髙さん・小島さん長い間ご苦労様でした。本日の

す。高齢者・障害者が社会と接する場が少ないので、協議会は
ふれあう機会をつくります。今年も10月に障害者協会運動会
があり、車椅子バスケットボール元日本代表選手をお招きしデ
モンストレーションやバスケットの体験を行ない、支えあうこ
との大切さを知る機会となりました。介護予防教育で高齢者

卓話、山田様よろしくお願い致します。
星野幸夫さん・・結婚５３回目の記念日に、牛肉のプレゼントありがと
うございました。
守重昌之さん・・11/3妻の誕生日にお花が届き、つづいて11/8の結婚
記念日にお肉が届き、妻と二人でびっくりしました。来月の

について、地域の方とコミュニケーション図り何をしたらよい

12/13は私の誕生日なので次に何が届くか楽しみです。ニコ

か考えます。社会貢献活動を自主的行ないます。子供の貧困に
ついても支援したいと考えています。災害時に備えボランティ

ニコ初めて書きましたが、こんな感じでいいのでしょうか？
小髙俊明さん・・結婚記念日のお肉ありがとうございました。高幡不
動尊の紅葉が素晴らしいですね。

アセンターを立ち上げ設置しますが問い合せが来ています。ま
た、薬物中毒患者の社会復帰活動をする「ダルク」へ支援して
ほしいと相談があり支援活動も始りました。拠点になれたらと
思います。地道に活動を支援していきますが、地域の皆さんの
力が必要です。ボランティアをする事で薬物と切り離す事がで
きると考えます。最近、若い学生さんがボランティアセンターに
関心を持ち見えています。何かをしたい、役たちたい、という思
いを汲んで皆さんとコミュニケーションを図って活動したいと
思います。パンフレット10頁を開いて「 みんなでつくる 豊か

生沼通男さん・・家内の誕生祝のきれいなお花が届きました。ありが
とうございました。
平

良信さん・・風邪をひいて咳がひどくて困っていますが・・・おかげ
で家で夕食をとる日が続いて体には健康的な毎日です。

平吹正義さん・・天野副委員長に感謝！！整理棚ありがとうございました。
早川忠男さん・・会員開発、宜しくお願いします。
加藤善己さん・・菊の香りも良いですね。ほんの気持ちです！！
藤野益夫さん・・昨夜は６８年振りの「スーパームーン」だった。雨空で
残念。スーパームーンは２年に一度あるみたいですが満月に

な町日野〜助けられたり助けたり」の中で、皆さんと一諸に福

遭うのが珍しいようですね！！「立冬」も過ぎて向寒の折、風

祉を育んで行く。誰かが一方的に助けられたりするのではな

邪などひかぬよう注意しましょう。山田さん、身近でも世間

く、助けたり、助けられたりをめざします。手話講習会を11年

の理解がまだまだの「日野市社会福祉協議会」についての話

程やっていますが、手話のできない健常者が学ぶ事を通し、聴
覚障害者に助けられています。心のバリアを社会活動を通して

楽しみです。よろしくお願いします。
長谷川嘉則さん・昨日のスーパームーン楽しみにしていたのですが、本
当に残念です。次回は１８年後で僕は７５才です。それまで元

取り除いていきたいです。何かできる事はないか、民生委員の
皆さんにも関わっていただいてます。日野・豊田・南平の3地区
の課題を出し合って活性化を図りたい。南平は山、川あり地理
的にも買物難民が出るかも知れません。死活問題になるかも
知れません。南平地区に拠点をつくって、地域の課題を考えて

気にロータリー活動を頑張ります！！
栗山

博さん・・菊が開花。うれしいです。仏間が華やかになりました。

安西

清さん・・秋らしい日々が続きます。お不動様の紅葉が楽しみです。

濱田宣郎さん・・菊花展の作品はそれぞれ見事。作者の日々の丹精さ
熱意の程が伺われます。七生緑小学校の合唱コン連続４回の

行きたい。地域の問題をバックアップしてやって行かねばなり
ません。引き続きご支援とご協力をお願いします。
■謝

辞

■閉会点鐘

会長

馬場弘融

会長

馬場弘融

優勝もまた見事。日々の懸命な努力さがしみじみ伺われます。
本田

誠さん・・①北陸新幹線かがやきで金沢に出掛けてきました。
２１世紀美術館は入場１時間待ち、兼六園のそばらしい紅
葉、金城楼本店の懐石料理を楽しみました。②天野さん、棚
を作っていただき本当にありがとうございました。
（製作費
はニコニコだそうです）
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累計641,700円

本年度目標額1,200,000円 達成率53.47％

※今週のメークアップ

水野さん 中澤さん 谷さん 梅田さん
渡邉さん 天野さん 朝倉さん 黒川さん
※先々週の後メークアップ なし
▲トピックス
1.11月14日東 京 で は 見られなかったが、満月が 最も地 球に近付く
「スーパームーン」が、68年振り見られた。
（スーパームーンは2年に一
度観測される、今後最も月が近づくのは2052年12月）
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