Tokyo Tobihino Rotary Club
国際ロータリー第2750地区

多摩南グループ

東京飛火野ロータリークラブ
会長
テーマ

会長

本田 誠

幹事

2013年

小髙 俊明

地域に根差した奉仕活動に全員で取り組もう

2013▶14 Weekly Report vol.26-08

9月10日（火）第1172回

■司会 ＳＡＡ委員会 小島 明委員長
■開会点鐘
会長 本田 誠
■国歌 ロータリーソング「我等の生業」
ソングリーダー 渡辺良勝会員
■今月の歌「旅愁」
■お客様紹介 会長 本田 誠
国際ロータリー第2750地区多摩南グループ
ガバナー補佐 中込勝子様
国際ロータリー第2750地区多摩南グループ
幹事 阪口幸嘉様
■ニコニコ報告 親睦委員会
朝倉邦雄委員長
■出席報告
出席委員会
早川忠男委員長
■会長報告 会長 本田 誠
中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事ようこそいらっしゃいまし
た。後程ご挨拶頂きます。
1.9/8オリンピック青少年センターで交換留学生の帰国報告会に
出ました。短期の留学ですが成長を感じました。今年度は八王子
北RCが受け入れます。当クラブも暫く受け入れてませんので考え
ねばなりません。
2.本日の協議会資料でこれまでの奉仕活動一覧を配りました。
3.これからの事業は２５周年を冠して取組みたいと思います。
4.10/19〜20の日韓親善会議に水野・渡辺・安西会員が出席します。
5.新クラブが誕生します。東京アメリカンRCです。チャーターナイ
トに水野会員と私が出席します。
6.2012〜13年度の2750地区の寄付額はトップでした。年次・恒
久寄付を含めてです。地区内で当クラブは上位２クラブに及びま
せんが3位でした。
●One Point職業奉仕 医療費控除について
医療費控除の対象となる医療費は、納税者が支払った次に掲げる
診療の対価等のうち、通常必要と認められる費用をいいます。
（保
険金、損害賠償金などの補てん金控除後の金額。）
1.医師又は歯科医師による診療叉は治療のために支払った金額
2.治療叉は治療に必要な医薬品の購入代金
3.病院、診療所、介護老人保険施設等叉は助産所へ収容されるた
めの人的役務の提供の対価
4.あん摩、
マッサージ、指圧師、ハリ・きゅう師、柔道整復師等への
施術費
5.保健師、看護師叉は準看護師による療養上の世話のために支
払った金額 等
なお次のような費用についても医療費に含めることができます
が、人間ドッグ等の健康診断費用や美容等に関する費用は含まれ
ません。ただし、診断の結果、重大な疾病が発見され引き続き治
療を受けることになった場合は、人間ドッグ等の健康診断費用も
医療費控除の対象になります。★詳細は国税庁のHPを参照。
■幹事報告 幹事 小髙俊明
1.来週は水野会員の卓話、9/24はガバナー公式訪問です。
2.復興支援金申請しました。認められれば宮城県東松島宮戸地区から
要望の物資を送ります。11/7〜８に贈呈のため現地に行く予定です。
3.リレー・フォー・ライフジャパン10/13〜14です。寄付と参加をお
願いします。

R I 会長 ロン D. バートン

通常例会 於：高幡不動尊客殿

4.規定審議会の勉強会があります。出席を希望される方は事務局
に詳しい案内が届いてます。
5.卓話講師で見えた枝川氏の写真展が、9/27〜10/3日野煉瓦
ホールで開催されます。
6.東京八王子西RCから活動計画書が届きました。回覧します。
7.渡辺会員からタクトを頂きました。
■クラブ協議会「社会奉仕 これまでと今後」 司会 幹事 小髙俊明
本日の協議会テーマは「社会奉仕について これまでと今後」で
す。多くの方からご意見を頂きたいと思います。まず会長より主旨
説明があります。
◆本田会長趣旨説明
RI会長は「奉仕を実践し、みんなに豊かな人生を」をターゲット
に、舟木ガバナーは「新しい風」を掲げられ、私は「地域に根差し
た奉仕活動に全員で取り組もう」としました。11/20地区のIMで
各クラブが「社会奉仕について」発表します。過去と現在これでよ
いのかを考え、共有しようと皆で追求する機会になる予定です。
本日はこの観点で意見をお聞きしたい。
◆小島会員 平成元年４９名で設立したが、今、28名で予算も少
なく奉仕活動も大変です。「かざぐるま」で当初ボランティアの明
星大の学生と交流しバーベキューを始め17〜８年続いてます。当
時の３施設が合併「夢ふうせん」になりました。バーベキュー交流
で利用者さんも我々も喜びを共有しています。 おもてなし・ほど
こし に子供達が喜んでくれます。継続したいと思います。受ける
側として安西会員どうでしょう。
◆安西会員 私は例会後、机の花を「かざぐるま」に届けたご縁
で繋がり運営に関わるようになりました。バーベキューは年が明
けると利用者さんから「今年はいつですか」と聞かれるほど愉しみ
にされてます。続けていただきたいと思ってます。
◆藤野会員 「スプリングフェスタひの」チャリティコーヒーはも
う１０年近く継続して来た。プログラムにも掲載され、メイン会場
のすぐ脇のテントで実行委員会にも宣伝され認知度が高まってい
ます。この時期は花冷えの時もあり、暖かいコーヒーは市民に好評
です。
（★「友」投稿7月に掲載された。日野ケーブルテレビでも放
映。）クラブの公共イメージアップに繋がっている。このイベントが
今後発展してゆくとクラブだけで対応できなくなることも考えられ
るので、共催団体を増やすことを考えてもよいと思う。
（小髙幹事
が集まったチャリティ募金を被災地に送っていることを紹介）
◆渡辺会員 「多摩川クリーン作戦」は日野クラブの環境保全委
員会の提案に応じ2クラブが市民に呼び掛け始めた。計画当初市
にゴミ収集を依頼するも難色を示されたが交渉の末に解決、参加
者2000人を超たことで翌年から行政が引き継いだ。多摩川は５〜
６年できれいになり以後浅川に場所を移した。ロータリークラブ
が始めた奉仕活動を行政が引き継ぐというこのようなケースは奉
仕活動のあるべき姿か思います。
◆大塚会員 「ビオトープ」「ホタルの里」について、退会した会員
から社会奉仕事業でビオトープを作れないか。と相談を受けたの
が切っ掛けです。千代田区が林間学校用地で利用していた場所を
日野市が借りました。建物は落川交流センターとして運営委員会
を作りコミュニティセンターとして多数の団体が入り活用され私が
会長に就きました。そこで敷地の一部を利用できないか。と考え百

9月「新世代のための月間」
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草地区の市議を通し市に働きかけてもらい「ビオトープ」用地とし
て利用許可を得ました。2006年から「ホタルの里づくり」の構想
が始まりましたが、2007年飛火野RCが市に金は出すからと申し
入れ、クラブが20周年事業費として５0万円拠出する事を決め資金
面を裏付けたことで「ビオトープ」建設が本格的に始まりました。
ポンプで汲み上げた水が流れ、造園業を営む会員の協力を得て水
路を作り、2009年１月財団補助金を利用して、植樹し地域の皆さ
んと水路を清掃して環境を整備しました。2010年水路にホタルが
羽化できるような土の岸辺を作り、餌となるカワニナを捕り放ち
「ホタルを復活させる会」の会員が養殖した幼虫を放流し6月に観
賞会をするまでになりました。最近は700〜８００名見えます 。
今、朝９時から6時まで水を放流しています。これを利用「たんぼ」
を作る話が出ています。地域に根付いた活動が喜ばれクラブも支
援してゆきたいです。
◆朝倉会員 「ホタルを復活させる会」でホタルの幼虫を養殖して
います。「ホタルの里」の囲いの網が破れ飛火野RCの資金提供も
あり新調できました。今、養殖しているのは私を含め2人だけです。
皆さんに飼育と草取り清掃お願いします。三沢中で生徒が養殖して
います。これまで幼虫を育ててもらったが今年は卵から飼育しても
らう予定です。他の学校、新世代に広げられればと思います。我ク
ラブの活動を地域で理解してもらうことができると思います。
◆馬場会員 ビオトープ作りに行政が関わったが、RCから資金提
供されたからです。このようなケースはそれまでなかったです。日
野RCのブリテッシュヒルズ事業もクラブが予算を計上、市と共同
で行ってます。落川交流センターの場所は、千代田区が林間学校
で区民が使用していたが、テニスコートの利用だけになり、建物を
利用できないかという話が出て、日野市が有料で利用しいずれ買
い取るからということで話がまとまり管理棟にできました。RCが
行政に働きかけ切っ掛けを作ることは奉仕活動で大切です。ビオ
トープに水田ができないか。日野にはかって田がたくさんあった
が都市化でなくなりました。でも川が流れています。これを利用し
田のある風景を取り戻せたらと思います。
◆谷会員 東松島の宮戸地区支援は、私が震災直後に石巻等の
被災地を訪ね最後に辿り着いたのが宮戸で、そこで交流したのを
機に今日に至ってます。飛火野RCでは2011.8月応援ツアーの中で
宮戸地区訪ね義援金を贈呈しました。その後、集会所ができテー
ブルを贈り、今年も4月チャリティコーヒ−募金を８月にはニコニコ
の超過分125,000円を支援金で届けました。これまで２０回以上
訪ねてますが復興は進まず「私達を忘れないで」といわれます。こ
れからも引き続き支援を続けたいと思います。今、地区補助金を利
用して、宮戸からの要望のあった支援物資贈呈の話が進んでいま
す。11月に物資を届けに行く予定を立ててます。今後地域のRCと
も連係できればと思います。
◆濱田会員
退会された中村会員の提案で多摩動物公園内に、付近に生息する
野鳥を描いた看板を立て、園内で工務店経営会員の協力で子供達
と巣箱を作り木にかけました。このような地道な活動を世間一般
に知らせることが大切ではないでしょうか。新世代・青少年を対象
にした奉仕活動が求められています。
◆講評 中込勝子様
例会で歌われた「旅愁」に感動しました。今このような唱歌は学
校でも歌われず子供も知りません。
唱歌は社会教育活動を支えてきたのではと思います。9月24日舟
木ガバナーが見えますが、その前に本日お聞きした奉仕活動の過
去の様子を報告します。公式訪問はクラブを理解しどう対応でき
るかだと思います。この10年間の活動がここに記されていますが、
歴史の積重ねと思いました。
ビオト−プは環境保全、水をきれいにとの奉仕活動で意義があり
ます。RCが切っ掛けを作り行政を動かす奉仕活動は、公共イメー

ジ向上に繋がると思います。奉仕活動は汗をかき人に喜んでもら
えることが大切です。11月２0日のIMで11クラブに活動を発表して
もらいます。町田、八王子、日野のRCで共有した奉仕活動をやっ
ています。大変良いことです。地区に出しいろいろな分野の奉仕
活動を評価選択してもらいましょう。皆さんが必要な人・所に手を
差しのべる奉仕活動は喜びと感動、そして自らの充実感・達成感
を感じるのではないでしょうか。また財政も労力も求められます。
ロータリーの真の意義を知って気配りできる人の勧誘も必要で
す。会員増強です。行政を動かした奉仕活動はすばらしいです。飛
火野RC10年の奉仕活動をしっかりガバナーに報告します。
●本田会長 奉仕活動は実践することが大事だと思います。これ
からも話し合い炉辺等で意見を交換しより良いものにして高めて
ゆきたい。
●小髙幹事が閉会を宣し協議会を終了。
■閉会点鐘 会長
本田 誠
ニコニコメッセージ
多摩南グループ
ガバナー補佐中込勝子様
グループ幹事阪口幸嘉様

クラブ協議会に参加させて頂きます。宜しくお願

い致します。
本田

誠さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事様ようこそお越し下さ

いました。
小髙俊明さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事、本日はどうぞよろし

くお願いいたします。ご来訪誠にありがとうございます。
河野和正さん

本日中込ガバナー補佐阪口グループ幹事よくいらっしゃいました。

東京オリンピックとレスリングの決定たいへんたのしかった。八坂神社の祭礼
準備でのどをやられ朝倉会員にニコニコ報告の発表をよろしく
早川忠男さん

本日日野消防署新庁舎のヘリサインを確認して参りました。

平

前回の東京オリンピックの時は私は中学生でした。駒沢公園

良信さん

でのホッケーを学校全員で行きましたが両国の政治の関係でとりやめで
した。確かインド対パキスタンだったと思います。
小島

明さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事さま、ようこそいらっ

しゃいました。
鹿島邦彦さん

多摩南グループガバナー補佐中込勝子様、多摩南グループグ

ループ幹事阪口幸嘉様本日は宜しくお願い致します。
渡邉良勝さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事ようこそお出で下さいました。

馬場弘融さん

中込ガバナー補佐、ようこそお出かけ下さいました。よろし

くお願いします。
藤野益夫さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事ご多忙の折ようこそい

らっしゃいました。クラブの活動状況をご確認下さい。
梅田俊幸さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事の来訪！2020年オリ

ンピック・パラリンピック開催決定！御祝い申し上げます。
安西

清さん

濱田宣郎さん

中込補佐・阪口幹事ようこそ
中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事ようこそ！何かとお世

話になります。どうぞ宜しく。
星野幸夫さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事さま、ようこそいらっ

しゃいました。
大塚洋晃さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事本日はよろしくお願い

いたします。
朝倉邦雄さん

中込ガバナー補佐、阪口グループ幹事様、本日はようこそい

らっしゃいました。宜しくお願い致します。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1172回 28
第1170回

28

本日45,000円

累計328,760円
本年度目標額1,300,000円 達成率25.28％
出席 MU前 MU後 欠席 出席率
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2
−
4
85.71％
19

6

※今週のメークアップ 黒川さん
※先々週の後メークアップ なし
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