■司会

直前会長

■開会点鐘

小島

会長

■「四つのテスト」
今月の歌「茶摘」
■お客様紹介

頂上からスキーで滑降したいそうです。何事も諦めないことだと思いました。さ
て、国際大会は8日にシカゴに着き、RI本部を訪ねました。本部には25万ドル以

ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー本田

会長

東京ユニバーサルRC
●出席報告

大怪我からの再起に感動しました。今後の目標で山の名前は忘れましたが，その

明会員

馬場弘融

上寄付者の写真が掲げられ、囲いのしてある会長席があり，物静かな雰囲気に

誠会員

包まれていました。10日にアトランタに着き第一印象はいい街だなと思いまし

馬場弘融
幹事

出席委員会

た。初日はガバナー夫妻と食事をしました。車に財布・パスポートを置き忘れ，

遠藤その子様

黒人のドライバーが届けてくれ，中味が無くしたままの状態で，南部の人柄に感

長谷川嘉則委員長

激しました。4万人の参加で，ソウルには届きませんでした。ビルゲイツ氏コカ

報告内容後記
●ニコニコ報告

親睦委員会

本田

コーラ会長，ポリオの関係者としジャック・ニクラウス

誠委員長

■会長報告・スピーチ

会長

ルジーさんが挨拶をされました。私は5年ほど国際大会に出ていますが、家庭

馬場弘融

全米オープンでの松山英樹選手、見事なスコアーで堂々第2位、感動しました。
最近、日本のスポーツ界は頑張っています。私たちロータリアンも、負けずに、
奉仕の理想を求め続けてゆきましょう。私たち馬場・河野年度も、あと2回の例
会を残すだけになりました。そこで、本日は、今年度の所信をお復習い（おさら
い）させていただきます。テーマは「職業・役割から，にじみ出るようなサービス
をもって、和気あいあいのクラブにしよう」でありました。そして、基本となる四
つの言葉、を申し上げました。1.寛容・・・人間関係の基本
運営の基本

氏も見えていました。財

団100周年の祝賀もありましたが地味なイベントでした。田中さんの代理でパネ

メッセージ後記

3.笑顔・・・和気あいあいの基本

2.信頼・・・クラブ

4.品格・・・ロータリーの

サービスを兼ねての海外旅行として参加されるのも悪くはないと思います。
●親睦委員会

本田

誠委員長

6月18日（日）の「虹鱒釣り」収支報告。多くの会員と子供さんの参加でにぎ
やかな釣り懇親会となりました。天候に恵まれ、終了3；30まで楽しめラッキー
でした。帰路の車内で大雨に遭いました。現地では、子供に念のためライフジャ
ケットを着けましたが大人は．誰も着けませんでした。天野会員からキュウリ・
茄子・ズッキーニを大量に頂戴，肉などと合わせバーベキューでいただきまし
た。今回、初めて保険をかけました。以前、イベントで海釣から港の戻り、下船の

そして心豊かな人生の基本。この四つです。

際けがをしたことがあり、油断は禁物と思い加入しました。お疲れさまでした。

会員大会のご苦労から回復するべく、
「和気あいあい」を考えて運営した一年で

■活動報告Part.2■

ありました。各委員会ともその主旨を理解され，テーマや4つの言葉を踏まえ、

●プログラム委員会

出席率も良かったし、とても楽しい一年を過ごすことができたと思います。ご協

今年度、基本方針で初めて聴く，タイムリーな卓話と計画を揚げ、地域の官公庁

力いただきすべての会員、並びにご家族の皆様に、心より感謝いたします。この

公務員・新選組隊士の家系関係者を講師を依頼、多彩な顔ぶれで卓話を行うこ

ところ世界では、いや日本でも、自分ファーストの流れが強まっています。こん

とができました。会員には時局に合わせタイムリーなテーマで卓話をしてもらい

な時こそ、ロータリーの寛容の精神、品格や陰徳が、大きな意味を持つと思いま

ました。

す。すべてのロータリアンがこれからも、自信を持って，己の仕事・役割からにじ

地区に卓話講師を依頼、交換留学生・米山奨学生の卓話を揚げましたが、日程

み出るようなサービスを、心がけてゆきましょう。次年度も引き続き，会員皆さ

が合わず，実現しませんでした。

まのご協力をお願い申し上げるとともに，小高・栗山年度のいや栄えをお祈り申

●奉仕プロジェクト委員会

し上げます。本日の例会は、今年度の委員会活動報告第ニ日目、最終日です。皆

「和気あいあいで奉仕活動を」と基本方針にしました。皆さんのご協力で奉仕

様の一年の活動がどうだったのか、それぞれの報告を楽しみたいと思います。い

活動ができました。バーベキュー交流会は肉の手配は事務局・引取り運搬は朝

つものとおり具体的報告は河野幹事より申し上げます。

倉会員が、事務局からの材料等の運搬は，小島・谷会員に車を出してもらい，

■幹事報告

バーベキューセットは天野会員にお借りでき、すべてスムースでした。通所され

幹事

河野和正

馬場・河野丸の高幡不動尊での最後の例会、幹事報告をさせていただきます。
1.6月11日（日）コスモスアヴェニュー事業

8名会員参加いただきありがと

うございました。
2.6月17日（土)ホタル観賞会、多くの会員に参加いただきありがとうございまし
た。「豊年」で大いに親睦を深めました。
3.6月18日（日)「虹鱒釣りバーベキュー親睦会」、
多くの会員・家族で楽しみました。
4.6月19日（月）第6回多摩南G協議会開催．
5.6月21日（水）第4回地区会長幹事会

会長・幹事・事務局出席。

鐘6：00

於；浜寿司本店

点

登録料6,000円

◆回覧物
○、a.土浦南RCより、ひろくんを救う会（心臓移植募金）ご協力への礼状、b.ハ
イライトよねやま、c.RYLAセミナー受講生推薦のお願い、d.ひの社協だより、
e.貧困対策の案内

f.山の手西グループよりインターシティミーティング案

内、g.5クラブより例会変更の案内。
●水野

功パストガバナー

本日お見えの遠藤様のグローバルRCは，舟木年度（テーマ「新しい風」）に誕生
したクラブです。例会は11時点鐘です。私も何度か伺っています，先日は三浦雄
一郎氏の卓話にお招きいただきました。氏のたゆまぬ努力に敬服するとともに

幹事

河野和正

洋委員長（河野幹事委員長代理で報告）

大塚洋晃委員長

て子供さんにも喜んもらえ、来年もと要望が出ました。掲げた活動は大体取り
組めました。ご協力ありがとうございました。
●ロータリー財団委員会

朝倉邦雄委員長（河野幹事委員長代理で報告）

財団の使命と目標に則りその意義を理解、国際ロータリーの活動の基礎となる
財団の安定と推進に寄与する。を基本方針に、財団のプログラムを説明、理解
を得る活動。地区目標達成に寄付増進を活動計画とした。4名の会員から特別
寄付を全会員から150ドルの寄付を集める。クラブのとしての目標は達成。
●米山奨学委員会

、打ち上げ懇親会。会長・幹事出席

6.6月27日（火）今年度最終例会、会長幹事引継式

司会
中澤

平

良信副委員長

活動計画で奨学金に対する理解と寄付の協力を求めるを揚げ、南平トリオで取
り組みました。委員長から活動報告を書面でいただきました。奨学生を例会に
招くことはできませんでしたが，先にカウンセラーをした毛

志勇君に要請した

が日程の調整がかないませんでした。特別寄付は河野会員から受けました。次
年度も寄付をよろしくお願いします。
●司会

幹事

河野和正

本日で各委員会報告を終わります。
各委員会委員長・ご担当ご苦労様でした。
■司会

直前会長

■閉会点鐘

会長

小島

明

馬場弘融

■司会 SAA委員会 平吹正義委員長
■開会点鐘
会長 馬場弘融
■お客様紹介 会長 馬場弘融
飯作金彦様
東京日野RC
山田明生様
日野社会福祉協議会

■ニコニコメッセージ

■会長報告

ざいます。

会長

馬場弘融

馬場弘融さん・・馬場・河野年度への、皆様のご協力に心より感謝します。
ありがとうございました。
河野和正さん・・本日をふくめても後２回の例会です。大変長い間会員の皆
様にはご助力をいただき、なんとか帰港できそうです。大変ありがとうご

お陰様で，馬場・河野年度もつつがなく最終例会を迎えることができ

水野

ました。短いようで，意外と長かった一年でありましたが、ご協力いた

た！先日の三浦雄一郎さんを招いての例会ではお世話になりました。②昨

だいたすべての皆様に、心より感謝申し上げます。私事を申し上げれ

日、NY経由でアトランタより帰って来ました。最終日には日本人は５０人も

ば，地区大会実行委員長に引き継いて会長ということで，当初は不安

居なかったようで寂しかったです！トロント大会も登録して来ました。

もありました。ですが，河野幹事がよく支えてくれましたし，事務局の
飯田さんにはポイントをしっかり押さえるなど助けられました。何より
も，理事役員の皆様には、それぞれの役割を超えて，にじみ出るよう
なサービスを心がけていただき，
「和気あいあい」のクラブ運営ができ
たのではないかと、と思ってます。出戻りロータリアンの私には，楽し
いロータリーライフを与えていただいた、会員皆様に重ねて御礼申し
上げます。実に思い出深い一年でありました。今後は、次年度小高・栗
山年度の充実のために、微力を尽くします。小高・栗山何度における飛

功さん・・①グルーバルRC遠藤幹事さんようこそいらっしゃいまし

早川忠男さん・・委員会おさわがせしました。
平吹正義さん・・馬場年度最後の会場設営、多くの会員の協力のもと、無
事に終わる事が出来ました。感謝申し上げます。最後に東京グルーバル遠
藤幹事ようこそいらっしゃいました。
加藤善己さん・・東京グルーバルRC遠藤幹事、ようこそお越し下さいました。
大塚洋晃さん・・上野動物園でパンダの赤ちゃんが誕生しました。おめでと
うございます
小島

明さん・・昨日のマス釣り大会ご苦労様でした。良い時間で終れて

雨にもふられませんでした。本田親睦委員長おつかれ様です。

火野クラブの、さらなる発展を祈り、最後の会長報告ならびに挨拶と

星野幸夫さん・・１８日の虹鱒釣りバーベキュー懇親会は、釣果は６匹でし

いたします。一年間、ありがとうございました。

たが、孫を連れて楽しい１日でした。本田親睦委員長殿、ありがとうござい

■幹事報告
幹事
河野和正
本日6/27（火）馬場・河野丸は無事帰港し、次期小高・栗山丸に引き
継ぎ完了しそうです。皆様の御協力を、大変感謝申しあげます。次年
度 小高・栗山丸もよろしくお願い致します。
1.6月23日（金）の本年度の慰労会、たくさんの方に御出席いただき、
会長・幹事として厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
2.6月21日（水）地区会長幹事会で、広報委員会から広報マスコット
キャラクターデザイン案が示され、投票締め切り期日が迫っていたの
で「B」第一希望、
「M」を第二希望として投票してきました。

ました。

■会長・幹事引継式
馬場会長より小高次年度会長に河野幹事より栗山次年度幹事に夫々
バッヂが引き継がれ，引継式が滞りなく行われた。
■閉会点鐘

会長

馬場弘融

■懇親会
平吹会員の司会挨拶に続き、本田会員の 乾杯！ 音頭に唱和して始
まった慰労会は、馬場・河野年度役員の皆さんの労苦に全員から、犒
いの言葉が掛けられ、和やかな雰囲気の中、欠陥エアバッグ問題で業
績悪化していた「タカタ」民事再生法申請負債総額1兆7千億円製造業
では戦後最大、東芝8月１日で東証2部へ、イギリスのEU離脱交渉、東
京都議選、昨夜の将棋藤井四段の29連勝達成，陸上日本選手権18歳
のサニブラウン・ハキーム選手の100・200M勝利（2003年の末続選
手以来14年ぶり）、先の世界卓球の張本選手等若いアスリートの活躍
等の話題で盛り上がり定刻まで親睦を深めました。

生沼通男さん・・先日のマス釣りとバーベキューでは、お世話になりありが
とうございました。川に落ちたりしましたが、お陰様で楽しい１日を過ごす
ことができました。
藤野益夫さん・・先日TVで林業について放映していました。中国向の輸出
韓国向けの伝統家屋建設用に需要が増えているそうです。嬉しい話ではあ
りませんか？林業の衰退がいわれて久しいですが、林業大学も出来たそう
ですよ。
平

良信さん・・今週はこれから地元寿徳寺で納骨法要があったり、姪の

結婚式があったりと忙しいです。
長谷川嘉則さん・結婚記念日の肉、ありがとうございました。無事に２９年
目を迎える事が出来ました。これからも先輩方を見習い夫婦仲良く頑張っ
ていきたいと思ってます。
本田

誠さん・・私の三女が婚約しました。お相手は６／１８（日）のマス釣

りバーベキューに手伝いに来てくれた、加瀬晴大さんです。小田急ロマンス
カーの運転手です。
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本日 54,000円
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92.85％

累計1,273,944円

本年度目標額1,200,000円 達成率106.1％

※今週のメークアップ

黒川さん
梅田さん
※先々週の後メークアップ なし

栗山さん
渡邉さん

朝倉さん
守重さん

小髙さん

★トピックス
1.6月25日陸上の日本選手権でサニブラウン・ハキーム選手は前日の100M
に続き200Mも制す。(２冠は2003年の末続選手以来14年ぶり）
2.6月26日藤井四段プロ転向後公式戦29連勝。
3.6月26日タカタ民事再生法申請
4.6月28日東芝株主総会、東証東芝を8月１日2部へ。
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