飛火野RC第1323回
2016年11月22日（火） 八王子東RC第1706・1707回 合同炉辺例会・夜間例会 合同炉辺会合 於：八王子ホテルニューグランド

■司会
東京八王子東RC 原田修吾副幹事
■開会点鐘
東京飛火野RC会長 馬場弘融
■ロータリーソング「奉仕の理想」
■お客様紹介 東京八王子東RC会長 山本武司
■出席報告
東京八王子東ＲＣ 出席委員会 戸塚万豈委員長
報告内容略
東京飛火野ＲＣ クラブ広報委員会 藤野益夫委員長
報告内容後記
■ニコニコ報告
東京八王子東ＲＣ親睦委員会 坂本芳彦副委員長
報告内容略
東京飛火野ＲＣ 親睦委員会委員会 栗山 博副委員長
報告内容後記
■会長スピーチ・報告
●東京八王子東ＲＣ会長 山本武司
ようこそ飛火野RCの皆さん。大槻ガバナーは過日「寝ても覚めても
ロータリー」と言われましたが、私も今その心境で、毎日がロータリー
で一杯です。例会で毎回スピーチをしていますが苦手です。今回は馬
場さんに期待して下さい。
●東京飛火野ＲＣ会長
馬場弘融
八王子東RCの皆樣お手配並びに御準備ありがとうございます。日中
は暑いくらいでしたがこれから気温の変化が激しくなります。健康に
十分留意しましょう。多数御出席ありがとうございます。我が安倍総
理大臣動きが素早く小気味よく感じます。トランプ氏に続いてプ−チ
ン氏や周氏とも会談をもたれました。TPP、北方領土、南シナ海の問
題にしても、どんな結果がでるかわかりませんが、とりあえず見事な対
応です。選挙が近いのかもしれませんよ。二回目の合同例会、前回は
三クラブ、今回は二クラブで卓話ならびに懇親会、楽しく語り合いま
しょう。講師は竹元幹事さん、かって東宮侍従として、陛下や皇族方の
お近くで、仕事をされていた経験を踏まえ、今話題の、陛下の生前ご退
位のことなど伺えるということです。竹元さんよろしくお願いします。
具体的な報告は河野幹事が御報告いたします。
■幹事報告
●東京八王子東ＲＣ幹事
竹元正美
1.ガバナー月信が届きました。
2.恵比寿RCよりロータリー財団100周年記念ポリオチャリティコン
サートの案内が届いてます。
3.八王子夢美術館より「イギリスからくり美術展」の案内が届いてます。
4.11月29日は休会です。
●東京飛火野ＲＣ幹事
河野和正
本日は八王子東RCとの楽しい合同例会です。よろしくお願いします。
1.11月29日夜間例会 於；浜寿司 開会点鐘19：00、登録料6,000円
2.12月は6日通常例会で総会、13日は夜間例会、20日はクリスマス家
族例会於：京王プラザホテル八王子 開会点鐘17：20 登録料会員
15,000円です。27日は休会。
■卓話講師紹介 東京八王子東プログラム委員会 坂本芳彦委員長
■卓話
演題「生前退位」 竹元正美様
1970年外務省入省、海外勤務を経た後、東宮侍従を務め
2011年退官、国際文化教育協会理事長に就いています。
天皇は憲法で「象徴」と位置づけられています。憲法3条
4条6条で、国事行為として、国会の召集、衆議院解散、大
使・公使へ信任状の認証などを行なわれ、公的行為として、

外国賓客の接待・外国訪問などを行なわれ、その他の行為として、被
災地訪問・慰霊の旅・福祉施設慰問等を行なうことを定めています。
また。1月2日には皇居で一般参賀ヘのお出ましをされます。歌会始め
にもお出になります。。今年8月8日、天皇が、 象徴としてのお務めに
ついて ビデオで、お考えを示されました。高齢に伴うことについての
お考えを慎重に語られました。天皇は、皇室典範で終身制であるが、
過去に生前退位をされた天皇もおられます。高齢になられてのことに
ついては記されていません。旧皇室典範では退位は認めていました。
現皇室典範の制定にあたり退位の自由についての議論がありました
が、今定められている案文で決まりました。外国では、高齢や健康上
の理由で生前退位が認めれれています。オランダ・スペイン・ベルギ−
等です。今上陛下が82才100才になられますと継承される皇太子様が
74才になられます。2010年には摂政制度が話され譲位されて上皇に
との話もでました。秋篠宮様は定年制は必要になってくると述べられ
ています。このような事を分かりやすく話されてから、8月８日のビデ
オのメッセージの画面を写された。今後、有識者会議で議論も深まって
くると思われるので、生前退位について、政府の見解が示されると思
われます。と卓話を結ばれた。マスコミでも退位について取り上げられ
る事も多く国民の関心が高まる中での卓話、大変興味深く聞かせても
らいました。
■閉会点鐘
東京八王子東RC会長
ニコニコメッセージ

山本武司。

馬場弘融さん・・八王子東クラブさん、お世話になります。竹元幹事さんのお
話、楽しみです。
河野和正さん・・本日の合同例会よろしくお願い致します。竹元様、卓話よろし
くお願い致します。
渡邉良勝さん・・八王子東RCさん、準備等有難うございました。宜しくお願い
致します。
濱田宣郎さん・・久しぶりの八王子東と飛火野とのクラブ合同例会です。何かと
宜しくお願い申し上げます。
藤野益夫さん・・今日は八王子東RCの皆様に大変お世話になります。どうぞよ
ろしくお願いします。竹元幹事さんの本日の「天皇退位」についての卓
話楽しみです。
平吹正義さん・・２４日ごろ初雪があるかも。八王子東の皆様、本日はよろしく
お願いします。
平 良信さん・・久しぶりの顔が見えて楽しい例かですネ。
生沼通男さん・・合同夜間例会はにぎやかになって活気がでます。
小島 明さん・・八王子東RCの皆様、合同例会宜しくお願いします。
栗山 博さん・・合同例会よろしくお願いします。
天野武雄さん・・本日は結婚４０周年を迎えました。又、お肉ありがとうござい
ました。
田中和義さん・・なかなか参加出来なくてすみません。これからもよろしくお願
いします。

出席報告 総数
第1323回 28
第1321回

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
17
9
−
2
92.85％

28

ニコニコBOX

28

0

本日 26,000円

0

5

100％

累計667,700円

本年度目標額1,200,000円 達成率55.6％

※今週のメークアップ

水野さん 中澤さん 谷さん 梅田さん
朝倉さん 小髙さん 本田さん 黒川さん
※先々週の後メークアップ なし

2016年 11月29日（火）第1324回 夜間例会 卓話 於：浜寿司本店
■司会

ロータリー財団委員会

田中和義委員

です。身体に十分気を付けて下さい。

■開会点鐘

会長

馬場

弘融

2.多摩南Gガバナー補佐三浦眞一様の御母堂が逝去され、本日通夜、

■会長スピーチ

会長

馬場

弘融

30日告別式です。

11月には珍しい初雪、びっくりしましたが、今日は穏やか

3.広報応用セミナーが開催されます。河野幹事出席します。

な一日でした。夜間例会が 続きますが、ご出席ありがとうございま

■閉会点鐘

す。私と河野幹事年度も5ヶ月が過ぎ、おかげさまで例会や地区行事

●懇親会

など順調に対応できてます。皆様のご強力に感謝します。

田中会員の司会挨拶で始った懇親会は、11月として都心で観測以来初

今日は今年度、会長所信の「その3」として信頼・笑顔・品格について

となった24日の降雪、トランプ次期大統領のTPP離脱発言、豊洲新市

話します。

場建設関係で都庁幹部処分、25日厚労省例年より早く「インフルエン

○「信頼」最近の世相を見ると

会長

馬場弘融

人様をけなす論調が多いように思い

ザ」流行期に入ったと発表、プロ野球ベスト9に日ハムの大谷選手投手

ます。唯我独尊で、人を頼りにしない向きが目立ちます。でも、人は社

と指名打者（DH）部門でダブル授賞、大相撲九州場所鶴竜優勝・豪栄

会の中でこそ生きていける「人の間」と書いて

人間なのですから、自

道綱取りならずなどの話題で定刻まで盛り上がり親睦を深めました。

分と生き方が違っいても

頼って

■謝

その生き方を認め

任せたいもの

です。ロータリークラブの運営に通じると思います。

辞

■閉会点鐘

会長

馬場弘融

会長

馬場弘融

○「笑顔」人の顔は様々です。丸い、四角い、長いなどなど。どんな顔
でも笑顔が一番。自分も気持ちよいし、相手の心を和ませてくれます。
人を動かすことができるのは

良い笑顔だと信じます。まさに「和気

あいあい」の基本です。
○「品格」ちょっと前に、国家の品格とか、男の品格とか、ずいぶん話
題になりました。私の大好きな言葉です。英語では「ディグニティー・
dignity」。「衣食足りて礼節を知る」の諺がありますが、今の日本に、
そして21世紀の世界に最も必要なのが

穏やかで心豊かな生活であ
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り、そこはかとない品格だと思います。そして、それをリードするのが、

※今週のメークアップ 水野さん 平吹さん 黒川さん 朝倉さん
※先々週の後メークアップ なし

私たちロータリアンでありたい。高い倫理意識とともに、一人一人に備

▲トピックス

わっている品格を、忘れないようにしたいものです。今日は所信のポイ

1.11月22日福島県沖でマグニチュード7.4の地震。岩手県から東京八丈島にわ

ント3を話しました。懇親会で話題にしていただければうれしいです。

たる広い範囲で津波を観測。

■幹事報告

2.11月24日午前11時気象庁の職員が、北の丸公園で積雪を観測。11月の積雪は

幹事

河野和正

1.11月22日八王子東RC合同例会御苦労さまでした。本日も夜間例会

1325回 通常例会
12月6日 12：30
高幡不動尊
年次総会
司会：生沼会員

東京都心で1878年の統計開始以来初。

1326回 移動夜間例会 1327回 移動夜間例会
12月13日18：00 12月20日17：20
京王プラザホテル八王子
浜寿司
クリスマス家族例会
忘年会
司会：大塚会員
司会：親睦委員

事務局：東京都日野市神明4-22-13スペースブロンコ1F 〒191-0016 TEL 042-583-6434
会 長：馬場 弘融
幹 事：河野 和正
副会長：小髙 俊明

12月27日 休会
1月3日 休会

1328回 移動夜間例会
1月10日 18：00
浜寿司
新年会
司会：平 会員

FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
クラブ広報委員会委員長：藤野 益夫

