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2014年 7月8日（火）第1211回 活動計画発表PartⅡ 通常例会
■司

会

会場設営委員会
大塚洋晃副委員長
■開会点鐘 会長 渡邉良勝
■ロータリーソング「我等の生業」
今月の歌「夏は来ぬ」
ソングリーダー朝倉邦雄会員
■親睦委員会
ニコニコ報告 藤野益夫委員長
ニコニコメッセージ後記
■出席報告 出席委員会 安西 清委員長
報告内容（後記）
■会長報告 会長 渡邉良勝
1.7月４日多摩南グル−プ協議会（会長欠席・幹事出席）
が開催された。次の2点が決まった。
a.ガバナー公式訪問は11月22日（土）のIMと兼ねる。
b.ガバナーとの懇談会は10月2日（木）京王プラザホテル
八王子にて各クラブ30分毎、順次実施する。
2.以上の予定（計画）変更に伴う飛火野RCのスケジュー
ルは、日野RCとの合同例会の兼ね合いもあるので日野
RCと相談の上、理事会にかけます。
3.クラブ運営上、会費納入を早めにして頂くと助かりま
す。入金が無くても支出は発生しています。
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.7月4日多摩南グル−プ協議会に出席した。協議決定事
項はガバナー公式訪問はIM時に、会長・幹事懇談は10
月２日午後2時から京王プラザホテル八王子にて11クラ
ブが順番に行う。
2.「がんチャリティーWalkひの2014」の第２回会合が7
月２８日日野市役所で開かれます私が出席します。
3.「ひの新選組まつり」開会式が7月27日多摩平第7駐車
場で開かれますが、私が出席します。
4.五稜郭RCから案内が届いてます。回覧します。
5.ロータリー米山記念奨学会へ寄付要請が来ています。
ご協力をお願いします。
6.ホタルの幼虫が我が家の水槽で孵ったようです。まだ小さ
くて確認できてませんが。皆さんも養殖にご協力ください。
■委員会報告
●地区情報・要望
水野 功ガバナーエレクト
1.日本で初の「多摩せいせきロータリー衛星クラブ」の
例会に出席しました。
2.2020年東 京 五輪に100周年を迎える、東 京ロータ

於：高幡不動尊

リークラブに女性会員の入会が決まったそうです。
3.規定審議会で検討委員会の委員として審議会に出す
案件を検討していますが、クラブの主体的意見も是非出
して下さい。
●ゴルフ部 小島 明部長
日野RC・日野PBC・当クラブの3クラブ合同ゴルフコン
ペが10月2日に開催されます。当クラブに2組出場を要請
がきて参加者が決まりました。於：小金井カントリークラ
ブです。
■クラブ競技会 「委員会活動計画発表」PartⅡ
司会 幹事 朝倉邦雄
●クラブ広報委員会
河野和正委員長
地域で存在感を示せる広報を展開、例会内容を記録した
週報、日野ケーブルTV等地域のメディアにスケジュール
を知らせて依頼すると共に、イベントでは横断幕の幟を
活用する。地区の懇談会に出て名刺を配りPRしました。
大坂上中学ではクラブ名の由来も説明してきました。
●奉仕プロジェクト委員会
本田 誠委員長
地域・他国の地域社会のニーズに応え教育的、人道的及
び職業間系のプロジェクトを立案、実施する。地域行事
に積極的に参加、社会報誌活動を実施する。継続事業は
例年通り参加・実行するが、クラブの奉仕活動を知ってい
ただくために会員候補者を誘って下さい。
●ロータリ−財団委員会
栗山 博委員長
財団の意義を理解し、安定と推進に寄与するため、財団
プログラムを説明し理解を深める活動を行う。地区目標
達成に支援会員を募り寄付増進を計る。ポリオの撲滅は
あと一歩ですが 撲 滅を宣 言した 地で 再 発 も報じられ
WHOが緊急事態と報じてます。寄付目標をクリアしてあ
と一歩のプログラムに貢献しましょう。
●米山奨学委員会
平 良信委員長
会員に米山奨学事業の理解と協力を求める。事業内容
をより深く知る為、米山奨学生を例会に招き交流を図る
と共に卓話を依頼する。120カ国12,000人の外国人奨
学金を支援してます。以前「ローリーの友」で、
マレーシア
の留学生が、祖父の話から反日感情を持っていたが日本
に留学して、米山奨学生となり文化・人情を知りそれが消
えて掛け橋になろうと決意した。という記事を見て、世界
平和に貢献しているのだと実感しました。寄付にご協力
ください。
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●会員組織委員会
生沼通男副委員長
会員相互の和を深め魅力あるクラブ作りに努め地域社会
に貢献して会員増強を図りたい。奉仕活動の意義を広範
に社会に広報する。会員候補者を例会・炉辺に招き交流
しRCの活動を理解していただく機会を設ける。クラブは
出席と会員増強です。35名を目標に全員で増強に挑戦し
ましょう。
●幹事報告
幹事 朝倉邦雄
活動計画の発表がこれで終わりました。一つ報告があり
ます。先般の会長幹事会で、多摩南グループからロータ
リー財団委員会委員を送りだして下さい。と要望があり
ました。RYLAの研修が府中の生涯学習センターで行わ
れており多摩東グループからも委員が出ています。
●まとめ
会長 渡邉良勝
各委員会から活動計画が出そろいました。この計画に基
づいて2014〜15年度の奉仕活動を推進して参ります。米
山奨学会から寄付要請が届いてます。心の隅に感じると
ころもありましたが、改善され多く国の奨学生に喜ばれて
います。我が国最大の奨学金制度です。運用が適正に行
われる事を願い寄付要請に応えましょう。7月９日第1回
会長・幹事会が開かれます。席上色々提起されると思いま
すが、次の水野年度の事もあり要請にしっかりと応えてゆ
きたいと思います。水野年度を迎えたとき実績として明示
できればと思います。汗も流しお金も出す方向で活動し
てゆきましょう。
●米山奨学生の行動について
本田 誠会員
「ロータリーの友」7月号42頁「よねやまだより」に米山
奨学会理事長板橋さんが、巣立った学友達の思い出とし
て、米山奨学生について記事を寄せています。それは5年
前に発足した中国米山奨学会の創立会長 姫軍さんのス
ピーチの紹介です。「われわれほど日本を知っている中国
人はいないし、日中関係の発展を望んでいる中国人はい
ない。いただいたお金だけではなく、恩義を、どのように
次の世代に伝えるかが、われわれの使命ではないか」弁護
士である彼は、中国で大規模な反日デモが起きた際、自ら
の弁護士事務所が苦境に立たされることを覚悟の上で、
日本人の安全のため無料ホットラインを設けてくれまし
た。姫さんだけではなく、多くの米山学友が抱くこうした
思いは、日本のロータリアンのご支援、そして、世話クラブ
のご尽力によるものと確信します。と、記事を紹介。
■閉会点鐘

会長

渡邉良勝

ニコニコメッセージ
日野RC井村廣巳様・・新年度おめでとうございます。何かとお
世話になります。
渡邉良勝さん・・各委員会活動計画報告パートⅡの例会日です。
各委員長さん一年間宜しくお願い致します。
朝倉邦雄さん・・大型の台風接近！！早く新しい家に引越しした
いものです。

黒川高徳さん・・誕生日祝いの返礼として。７日にあじさい祭り
は終わりましたが、まだまだ見られます。
水野 功さん・・やはり自クラブの例会は良いですね！昨日は多
分、日本で初の衛星クラブ「東京多摩せいせきロータリー衛星
クラブ」の記念すべき第１例会に出席して来ました。
生沼通男さん・・国際サッカーもいよいよ決勝が近づいてきま
した。やはりヨーロッパと南米が強いようです。
平 良信さん・・「最近ヒザが痛いんだ」と言うと「年のせいだネ」
といわれます。自分は年だと思ってないんですが…。
河野和正さん・・本日天気が最高によく、今後台風８号が大変に
怖いです。日野高校が１６対０のコールド勝ちで幸先がよいです。
大塚洋晃さん・・本日司会を担当いたします。宜しくお願いいた
します。
栗山 博さん・・妻の誕生日プレゼントありがとうございました。
星野幸夫さん・・大型の非常に強い台風８号が関東地方に接近
するのは１１日頃だそうです。心配です。
藤野益夫さん・・大型で非常に強い台風が沖縄を襲っています。
暴風波浪の特別警報だけでなく、大雨高潮の警報も出ていま
す。大きな被害がでなければと願っています。進路は本州縦断
も予報されて心配です。特別警報は昨年、気象業務法が改正さ
れ警報の上に位置つけられ、昨年８月から運用開始、数十年に
一度の自然災害が迫っている時に気象庁が発表するそうです。
●Current Topics●
★7月7日は七夕（たなばた）でした。天帝によって両岸に引き
離された織女と牽牛が年に一度だけこの日の夜に会えると中国
で生まれたのが七夕伝説。日本では織女を「織り姫」、牽牛「彦
星」と呼ぶ。「織り姫」はこと座の一等星・ベガで彦星はわし座
の一等星・アルタイル。国立天文台は2つの星の間は14.4光年ほ
ど離れていて光のスピードでも約14年半かかってしまい、二人
が光のスピードで移動したとしても1年１回会うことはかなわな
い。
（商工新聞より）
★サッカーW杯現地で8日行われた準決勝で、優勝候補のブラ
ジル主力を欠き独に歴史的大敗決勝進出ならず。9日の準決勝
もう1試合はPK戦の末、アルゼンチンが勝利。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1211回 28
第1209回
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本日38,000円

累計88,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率7.3％
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※今週のメークアップ 谷さん 志野さん
※先々週の後メークアップ なし

例会変更のお知らせ
東京八王子北RC
8/25（月） 家庭集会に振替
東京八王子RC
8/28（木） 第2700回記念例会に振替
東京八王子西RC
8/22（金） 親睦納涼例会
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