■司会

SAA委員会

■開会点鐘
■国歌斉唱

会長

天野武雄副委員長

幹事

河野和正

1.今後の例会予定

馬場弘融

「四つのテスト」

■幹事報告

ロータリーソング

a.6月11日（日）コスモスアヴェニュー事業

「奉仕の理想」 今月の歌「茶摘」 ソングリーダー渡邉良勝会員

園

●出席報告

b.6月13日例会は、17日（土)ホタル観賞会

出席委員会

長谷川嘉則委員長

ター

報告内容後記
●ニコニコ報告

9:00〜11時

於：浅川スポーツ公

親睦委員会

本田

誠委員長

午後7時

会長

馬場弘融

赤ジャンパー着用

於：落川交流セン
登録料7,000円

c.6月18日（日)親睦委員会主催「虹鱒釣りバーベキュー親睦会」
秋川国際ます釣り場

メッセージ後記
■会長報告・スピーチ

現在、朝倉・大塚・長谷川会員・河野幹事出席

10時現地集合

登録料6,000円

d.6月20日通常例会

私の年度も少なくなってきました。私たちロータリアンに毎月配布

e.6月27日夜間移動例会、今年度最終例会

されている「ロータリーの友」と半年に一度くらい配布される「抜

鐘6：00

粋のつづり」について話します。「ロータリーの友」はロータリアン

理事会報告

の会報であり、毎月会員に配布されます。必ず読むべし、とされて

1.クラブ定款・細則の件は,資料を本年度次年度理事に渡し、次期

いるのですが、皆さん読まれてますか。よくお読みの方にはくどい

総会までに意見をまとめる。

かもしれませんが、内容を申し上げます。○RI会長さんの思い○

2.親睦旅行

ロータリーとはなにか○各地区や個々のクラブがどんな事業をし

3.30周年記念式典行事等は、実行委員長が決定してから、具体的

ているか、など書かれています。中でも、私がよく読み、参考にして

に協議する。

いるのは○友愛の広場○卓話の泉○ガバナーのページなどです。

◆回覧物

いずれも、600字〜1000字の文章で、多様なロータリー観が書か
れていて面白い。先月号では「職業奉仕はロータリーの根幹」それ
から「理想」という二本が目を引きました。「ロータリークラブは、
あくまでもクラブである奉仕専門の団体ではなく、各会員にロー
タリー精神を吹き込み、その実践を奨励するだけ。一業種一人制や
綱領の遵守こそ大切。過去のロータリーが、なぜ輝いていたかを考
えよ」「奉仕の理想を求め続けよロータリーは、現実主義ではな
く、理想主義において世界に拡大した。時代に流されず、理想を揚
げたロータリー活動を続けてゆきたい。」の二本です。次に「抜粋
のつづり」、これは昭和6年以来、熊平さんという会員及びそのご
子孫が、年に一度か二度、ボランティアとして全会員に配布してい
る小冊子です。毎回、多様な出版物から抜粋して、珠玉の文章が載
せられています。第76号では内館牧子さんの「男としての少年」と
いう記事に感動しました。雨の午後、私立の制服を着た男の子が
大きなランドセルで地下鉄に乗った。濡れた車内ですってんころり
ん、仰向けに倒れた。座っていたおばあさんが助け起こそうとし
た。するとその子がひっくり返ったまま「男の子だから自分で立て
る」と。乗客の誰もがこれが男の子として身の処し方だと感じ、そ
の子を見ないようにした。内舘さんはまとめます。昨今は、男も女
もない同じように育てよという考え方が強い。だが、地下鉄のあ
の男の子を育てた方もまた正しい、と。いい話だなあ、と思いまし
た。こんな話が 詰まっている冊子なのですよ。さて、本日の例会
は、今年度の委員会活動報告の一日目となります。皆さんの一年
がどうだったのか、それぞれの報告を楽しみたいと思います。
いつものとおり、具体的報告は河野幹事より申し上げます。

於：浜寿司本店

点

登録料6,000円

詳細は今後つめてゆく。

○ガバナー月信、卓話講師派遣案内、米山学友会総会案内、イ
ンターアクト年次大会案内・インターアクト正会員・賛助会員入
会のお願い、ふだん着でCo2をへらそう実行委員会総会案内、
バギオ基 金礼 状、函 館 五 稜 郭 会 報 、子 供 の貧 困 対 策 シン ポ
ジュームの案内。
■委員会報告
●次年度会長

小高俊明

交換留学生のホストファミリー谷会員にをお引き受けいただいて
ますが，もう一方について、谷さんの知人が引き受けを考えていた
だけそうです。お願いできればと思っています。また、7月にカウン
セラーの研修会が、代々木のオリンピックセンターであります。8
月から留学生が来日します。よろしくお願いします。
●親睦委員会

本田

誠委員長

6月18日の「虹鱒釣り」多少の雨でも決行します。その場合川辺
で肌寒いので寒さ対策を忘れないでください。バスは朝2便しか
ありません。乗り遅れないようにご注意ください。釣った魚はリ
リースできません。1人10匹は持ち帰れます。大人は6,000円小学
生以上は1,000円です。当日は焼き肉・焼きそば・飲み放題です。
まだゆとりがあります。お申し込みください。
●ゴルフ部

小島

明部長

6月5日プロアマチャリティG.Cが開催され、クラブから4名プロバ
スクラブから1名参加、昨年は好成績でしたが、今年は奮いません
でした。年々参加者が減っています。

■活動報告Part.１

司会

幹事

河野和正

した。入会候補者はアプローチはしましたけど全員入会に至りま

●SAA委員会。平吹正義委員長

せんでした。1年間ばたばたして結果がでませんでした。

計画は半分くらい実行できました。ご協力いただき助かりました。

●司会

天野さんから倉庫の整理棚を寄贈いただき庫内が整理できまし

各委員会報告ありがとうございました。次回の活動報告は6月20

た．今月の歌の楽譜の付いた歌詞、本田さんに提供していただき

日の例会となります。

ました。小島会員には早くから出て設営に当たってもらいました。

■閉会点鐘

例会後の片付けも皆さんのご協力でスムースで、会場からの退出

■ニコニコメッセージ

が早くなりました。

馬場弘融さん・・会長としてラストスパート頑張ります。

●出席委員会

長谷川嘉則委員長

入会して間もなく、よく解らない中、何をやれば良いかと考える間
もなく委員長を仰せつかりました。でも出席を呼びかける以上、自
ら実践と考え実行してきました。ガバナー月信で八王子西RC会員
100名を超すクラブが90％を超えているのは何か策があるからと
思いますが、私は出席率90％以上を目指すためメーキャップを呼

幹事

河野和正

会長

馬場弘融

河野和正さん・・あと一か月頑張ります。
平

良信さん・・昨日はプロアマチャリティーゴルフ大会でした。プロより

最初のティーショットを打った時、すぐにここがおかしいと指摘されまし
た。勉強になります。
生沼通男さん・・昨日のプロアマゴルフは天候にも恵まれ広い緑の中、リフ
レッシュできました。
平吹正義さん・・６月は紫陽花の季節。ロータリー年度にとっては最後の
月、がんばって下さい。

びかけました。年間を通し90％をクリアできればと考えています。

星野幸夫さん・・ＮＨＫのラジオ深夜便、午前３時にっぽんの歌は、昭和２

●親睦委員会

０年代の流行歌でした。笠置シズ子の「東京ブギウギ」を始め、
「港の見え

本田

誠委員長

栗山会員の協力で1年やってきました。月例記念日は例年どおり、
会員に記念品、奥様に自宅へお花を贈りました。ニコニコも目標
を達成しました。親睦旅行は渋川RC会員の営む伊香保の「福一」
泊、水沢観音参詣・うどんをいただき、体験工房では童心に帰って
工作、お菓子工場見学を楽しみました。納涼会、合同例会は3クラ
ブで2回・日野RCと2回、八王子東RCと1回、グルメ例会は3回和
食「みのきち」仏蘭西料理「ル

ミエル」うなぎ料理「うなぎの藤

田」で舌鼓を。クリスマス家族会等を行いました。ニコニコ大賞の
選考はこれからで、今後のニコニコで決まるかもしれません。
●クラブ広報委員会

る丘」「悲しき口笛」など、１時間懐かしい歌の数々でした。お蔭で今日は
寝不足です。
大塚洋晃さん・・全仏テニス錦織圭８強入り、優勝を期待しております。
濱田宣郎さん・・愈々六月。 馬場・河野丸 の船旅もあとひと月となりまし
た。有終の美が飾れるのもあと僅かですネ。
藤野益夫さん・・昨日ネットを見ていたら「五月雨をあつめて早し最上川」
の元の句は「五月雨をあつめて涼し最上川」だったそうです。五月雨の季
節が近づきましたね！！
小髙俊明さん・・次年度会長のご指名をいただき、まだまだと思っておりま
したが、あと一か月となりました。皆様のご助力がなければ一歩も進めな
いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
栗山

博さん・・２度うれしい事がありました。孫が来た時と帰った時です。

藤野益夫委員長

長谷川嘉則さん・先週のグルメ例会の後、平ご夫妻・守重さん・飯田さんと

今年度、基本方針で掲げた目標はクリアできなかった。週報で馬

親睦２次会に行って来ました。守重さんの意外な一面を見る事が出来て、

場会長報告は、パソコンにインプットされた原稿を,河野幹事から
も原稿をいただき、整理が容易でした。委員会報告は、原稿を頂

楽しい時間を過ごす事が出来ました。親睦会って大事なんだな〜と改めて
感じた時間でした。次回の理事も約束してくれました！！
本田

誠さん・・①早戸川国際ます釣場に出かけてきました。宮ケ瀬ダム

いた時もありましたが、多くは会場でメモをとり整理した。

の近くです。朝７：３０〜１１：００大漁で、ご近所８軒にニジマスのフライ

卓話は、会員からは、資料・原稿があり、整理はスムーズでした。外

を配りました。②家内の誕生日のお花をいただきました。おかげで誕生日

部講師の卓話は、原稿のある時は、話のメモと繋ぐことで整理した
が、資料だけの時、専門用語もあり、理解できないことで原稿整理
にかなりの時間を費やし、内容を纏めた文章が意に添えていたか、
発行後、主旨を大筋で表現できたか不安が過ぎることがたびたび
でした。発行までに時間がなく、原稿整理・校正・編集まで、ほぼ一
人の作業で、誤字・文章の乱れが多少発生したことご容赦くださ
い。紙面に新鮮味を持たすため、トピックスを掲載した。週報を見
たらその例会の内容が解る、と言われる様、編集に心掛けた。
●会員組織委員会

早川忠男委員長

年度のスタート時点で会長幹事と炉辺を開き、会員が増えなくて
困るのは会長幹事ですよ。と申し上げ話し合いました。チャーター
メンバーとして入会時のことにも思いを巡らし策がないか考えて
みました。職業分類の空白、一業種一会員については現状のよう
に細分化すれば良いので増強の余地があることを改めて確認しま

祝を忘れずに済みました。

出席報告 総数
第1348回 28
第1346回

28

ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
26
0
2
92.85％
21

3

0

本日 29,000円

4

85.71％

累計1,212,794円

本年度目標額1,200,000円 達成率101％

※今週のメークアップ 水野さん
※先々週の後メークアップ なし

谷さん

梅田さん

朝倉さん

★トピックス
1.5月31日米国の複数メディアが.地球温暖化抑制の枠組み「パリ協定」から、
トラン
プ大統領が離脱を決断と伝える。
2.6月1日、
GPSを補完・補強する準天頂衛星「みちびき」打ち上げ成功。
3.6月3日プロ野球中日ドラゴンズ荒木選手2,000本安打。史上48人目。
4.ドイツ，
デュッセルドルフで行われている卓球世界選手権、
3日行われた混合ダブル
ス決勝で、
吉村真晴・石川佳純ペアー金メダル、
また、
女子シングルス準決勝で，
平野
美宇選手，
中国選手に敗れるも48年ぶりに銅メダル，
4日には13歳の張本選手世界
ランキング3位に健闘。男子ダブルスで森薗政崇・大島祐哉ペアーが48年ぶり銀メダ
ル、
5日には女子ダブルスでも伊藤・早田ペアーが16年ぶり銅メダルを。
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