■司 会 会場設営委員会 天野武雄副委員長
■開会点鐘 会 長 馬場弘融
■国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
今月の歌「お正月」 ♪ソングリーダー朝倉邦雄会員
■ビジター紹介
会 長 馬場弘融
浅田豊久様 東京六本木ロータリークラブ
ガバナ−ノミニ−・デジグネート
益子悦雄様 東京立川ロータリークラブ
地区青少年交換委員会委員長
■ニコニコ報告

親睦委員会

栗山

博副委員長

1.ニコニコメッセージ

2.12月13日忘年例会、
12月20日クリスマス家族例会の確認。
▼回覧物
○稲城・多摩・日野保護司会だより○普門寺さん礼状○バギオ基金、
寄付
のお願いと15年度事業報告○光の家会報○函館五稜郭会報○「ロータ
リーの友」事務所事業報告
■委員会報告
●ロータリー財団委員会

朝倉邦雄委員長

1.来年財団設立100周年でクラブとして一人150ドルと別に、
地区より
2650ドルに寄付の依頼があり、
送金しました。
（寄付者、
馬場会長・河野幹
事・朝倉委員長）2650ドルは財団設立時の基金（寄付）が26ドル50セント
であった事から100周年でその100倍になった。

（メッセージ後記）

2.恒久基金の寄付、
河野幹事1,000ドル。

2.月例記念品贈呈

3.グルメ例会のお申みは定員28名です。現在23名あと5名です。定員

■お客様紹介

会

長

馬場弘融

オーバーして出席希望の会員は例会出席扱にします。クリスマス例会登

浅田豊久様はガバナーノミニ−・デジグネートで六本木ロータリークラブ

録料お早目にお願いします。

益子悦雄様は地区青少年交換委員長で立川ロータリークラブです。ご挨

■出席報告 出席委員会
(報告後記）

長谷川嘉則委員長

■会長スピーチ・報告

長

会

拶をいただきます。
▲ご挨拶

馬場弘融

早いものでもう師走になりました。せわしない年の瀬、
仕事もロータリーも

浅田豊久様

ガバナーノミニ−・デジグネートで2019〜20年度ガバナーの浅田です。
ロータリーと宗教について考えました所、
２004〜5ガバナーが京都醍醐

手際よく進めたいものです。インフルエンザが流行り始めました。十分ご

寺座主の仲田順和さまがガバナーを務められた。宗教の教えはロータリー

注意ください。一昨日、
RYLAの研修会（若手リーダーの勉強会）に出席、

に通ずるのではと考えます。私は金沢出身です。健康に恵まれ入会以来

ロータリアンは少なく、
就職したばかりの若い人が多かったですが、
彼等の
声を聴くと、
今の日本がまさに高齢化社会であることを再認識させられま
した。社会でも企業でも、
若い人たちが高齢の上司やトップに対して、
意見
を出しにくい状況にあるそうです。もっと若い方の影響力を発揮できるよ
うな仕組みを作ってほしい、
という意見は刺激的でした。昨今の日本経済
の停滞感や国内に漂う閉塞感は、
自由な若者の声をもっと取り入れれば
克服できるのかも知れません。私も地区大会を運営して、
ロータリーにお

今日まで皆出席です。多摩地区は体験訪問する機会が少なく、
勉強せねば
と水野さんが在籍されるクラブ本日訪問させていただきました。これから
も勉強して行きたい。
▲ご挨拶

益子悦雄様

各クラブに在籍する交換留学生を来年3月〜4月に卓話講師としてお招き
戴きたい。貴クラブも前回交換留学生を受け入れてから暫く空いておりま

ける「頭でっかち」をずいぶん感じ、
反発したことを思い出しますが、
企業現

すので次年度交換留学生ホストクラブを受け入れていただきたい。

場や行政・社会ありようは、
若者たちにとっては高齢リーダーによる固定化
として、
写っているのでしょう。 まもなく72歳を迎えるロータリアンとし

■年次総会 司会 幹事
◆次年度役員候補者紹介

て、
自分たち大勢の元気な年寄りの存在が、
若い人たちの発言や行動をず

役員選考委員会で、
次々年度会長・幹事、
次年度理事・会計候補を人選、
候

いぶん押さえているのかな、
と素直に反省させられました。今日は年次総

補の皆さんには快くお引き受け頂きました。改めて御紹介します。

「継続は力なり」といいます。我が飛火野クラブの末永き発展のため、
前向
きにご審議いただきますようお願いします。
■幹事報告 幹 事 河野和正
1.理事会報告
a.次年度役員（会長・幹事前年度決定）、
次々年度会長幹事の人選。
b.一般会計で資金が不足、
基金50万円を取り崩し使用する。
c.下期の会費内訳確認し、
決定。12月末会員に請求する。
d.1月31日グルメ例会の会場定員２８名。オーバーの際、
会員は出席扱い
とする。

委員長

次年度会長幹事は昨年度決定しております。会長

会です。先ほどの理事会で、
次年度役員及び次年度会長幹事予定者が選
出されました。すでにご案内ですが、
本日の総会で決定していただきます。

河野和正
役員指名委員会

事

栗山

小島

明

小高俊明会員 幹

博会員です。

次々年度会長候補
会計候補

平

天野武雄会員

次々年度幹事候補

長谷川嘉則会員

良信会員

次年度理事候補：本田

誠会員 小島

明会員 生沼通男会員

早川忠男会員 渡邉良勝会員 平吹正義会員 吉崎直司会員

11月15日クラブ細則に基づき告示をしました。本日まで特に異議の申し
出がございませんでした。本日拍手で選出したいと思います。
（※拍手で
選挙）出席会員全員の拍手を頂いたものと認め選任しました。次年度、
次々年度役員の皆様よろしくお願いします。

朝倉邦雄さん・・お久しぶりです。また、よろしくお願いいたします。
平吹正義さん・・本年最後の例会場です。３月迄もどりませんので忘
れ物のないように。
加藤善己さん・・ニコニコします。
早川忠男さん・・本日年内最終理事会でした。会員拡大、紹介をよろし
くお願いします。
藤野益夫さん・・浅田豊久デジグネート様、益子悦雄様ようこそ。
JリーグCSで鹿島が優勝したけれど選手達は複雑な思いを
口にしています。それは勝ち点７４で一位の浦和が第３位５
４の鹿島に敗れたからです。前期後期のこのような決着は考
えものです。協会の収益目当ての制度ですが・・・。

●2016ー17年度役員・理事 （敬称略）
会長

小高俊明

次年度副会長（次々年度会長）
幹事

栗山

会計

平

理事

生沼通男

良勝

吉崎直司

良信さん・・今日、天野会員より野菜づくりの本をいただきまし
た・・・。畑を持っているのだから少しは百姓をやれ・・・とい

天野武雄

う意味かも。

博

次年度副幹事（次々年度幹事）

会

平

長谷川嘉則さん・昨日、インフルエンザの予防接種をして来ました。医

長谷川嘉則

者によるとワクチンの在庫が残り少ないそうです。今年のイ

良信

長挨拶

平吹正義

早川忠男

本田

誠

小島

明

ンフルエンザの特徴は熱があまりでないのでインフルエンザ

渡邉

とは思わずに外出しうつしてしまう・・との事です。もらわな
い為には予防接種と、うがい手洗いです。うつって肺炎に

小髙俊明

なったら大変です。早めに接種しましょう！！そして元気に出

参加して意義があり、面白い充実した例会運営をめざし、
1月にはクラブ協議会開き、地区の動きも踏まえ幹事と協議し
新年度に向け体制を整えてゆきたい。黒川会員から、来年は親睦旅行

席お願いします！！
小髙俊明さん・・師走となり本当に忙しくなってきました。交通事故の
報道をよく耳にします。皆様どうぞご注意ください。

を京都にといわれてます。

安西

クラブの浮沈は会員増強に尽き、奉仕活動をライフワークにされてい

濱田宣郎さん・・１１月２９日は私共の結婚記念日でした。その当日、１

清さん・・本年最後の高幡例会。クリスマス楽しみです。

るような方にぜひお声をかけていただきたい。新会員を迎えることが

１２９（いちいちにきゅう）つまり１１２９（いいにく）の日に

クラブの掛け替えのない大きな力になると思います。

美味しい良い肉をいただき、感激、感謝の至りに存じます。

■年次総会閉会

因みにマイカーのナンバーも １１２９ です。

■謝

辞

■閉会点鐘

会長

馬場弘融

会長

馬場弘融

ニコニコメッセージ

黒川高徳さん・・結婚記念日に美味しいお肉をいただきありがとうご
ざいました。その御礼として。
栗山

博さん・・誕生日のお祝いありがとうございます。

益子悦雄さん・・地区青少年交換委員会では来日生・ROTEXの卓話に
お呼び頂けるクラブを募集しております。青少年交換プログ
ラムの理解を深める意味でも是非ご活用下さい。次年度以
降のホストクラブの引受けクラブを探しております。御検討
下さい。
馬場弘融さん・・早いもので会長年度も峠を越えます。次期役員・次々
年度会長幹事さん、よろしく頼みます。今月１７日で７２歳と
なります。おかげ様で元気です。
河野和正さん・・本年度も半分すぎさります。無事に皆さまのおかげで

1.11月28日

移動例会、体に気をつけてがんばりましょう！！
洋さん・・先日は社員旅行で群馬へ行きました。水沢うどん大
沢屋さん、ガトウ原田でおみやげを買って帰りました。
星野幸夫さん・・来年度会長の小髙さん、来年度幹事の栗山さん、宜
しくお願いします。

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
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本日 72,000円

0
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92.85％

累計751,700円

本年度目標額1,200,000円 達成率56.6％

※今週のメークアップ 水野さん 本田さん 谷さん 梅田さん
※先々週の後メークアップ なし
▲トピックス

明さん・・例会場での今年最後の会となりました。あと２回の

28

ニコニコBOX

幹事を半年近く終わります。あと半年よろしくお願い致しま

いました。

中澤

第1323回

す。頑張ります！
渡邉良勝さん・・浅田豊久デジグネート様、本日はようこそお出で下さ
小島

出席報告 総数
第1325回 28

明治安田生命、今年生れの赤ちゃんの名前、男の子「大翔」、女の

子「葵」がトップ。女の子の「さくら」「花」など植物に関連した名が上位。男の
子「悠」が人気、
「航平」「圭」が急上昇。
11月28日

国立天文台などの研究グループが、生命のいる可能性のある星を観

測することに成功した。と発表。
2.12月1日

新潟県は毒性の強いH5型の高病原性鳥インフルエンザウィルスが

検出された上越市の養鶏場で飼育されている約23万羽の鶏の処分を始めた。
韓国でも拡大。11月30日までに全国46カ所感染が確認され、計２０0万羽鶏や
アヒルが処分された。
3.12月1日

流行語大賞発表された。25年ぶり優勝の広島カープの好調ぶりを

象徴する「神ってる」が選ばれた。

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

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

