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2015年 8月4日（火） 第1261回 通常例 会理事会
■司
会 副会長 馬場弘融
■開会点鐘 会長 小島 明
■国歌斉唱 ロータリーソング「奉仕の理想」
今月の歌「われは海の子」
ソングリーダー本田 誠会員
■ビジター紹介 会長 小島 明
本日の卓話講師 鈴木美津江様です。
■親睦委員会 ニコニコ報告 星野幸夫会員
ニコニコメッセージ後記
月例記念品贈呈・記念日発表 会長 小島 明
喜寿記念品贈呈 生沼通男会員 平吹正義会員
会長 小島 明
■出席報告 出席委員会
報告内容（後記）

梅田俊幸委員長

■会長報告 会長 小島 明
8月2日八王子東RC35周年記念「八王子薪能」に招待さ
れ観てきました。舞台両サイドに焚かれた薪が離れてい
ても熱く感じました。演じられた狂言・能も大変よかった
です。例会前に理事会開催しました。内容は幹事報告で
ご案内します。
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
7月30日朝霧ジャンボリーでの3クラブ合同コンペご苦労
さまでした。8月2日「薪能」所用で欠席でした。
理事会報告（本日、例会前開催）
a.親睦旅行について（9月29〜30日）旅行会社と詳細を
詰めて、会員にＦＡＸ等にて案内をする。
b.ＩＭについて（11月11日）「例会自慢」についてチャー
ターメンバーを主として委員会を早々に立ち上げて、内容
を詰めていく
c.日韓親善会議について 会費（1,5万円）は、今までク
ラブ負担としていたが、クラブ財政が逼迫しており、個人
負担とする
c.8月25日の夜間例会について 会員増強についての話
し合いの場とする。その際の資料として、事前に心当た
りのある方等を事務局に提出してもらい、まとめた上で、
話し合いとする
e.ＲＹLＡについて 当クラブの水野会員のご子息を推薦
する。ＲＹLＡセミナー１0月10日〜12日於：代々木青少年
センター

R I 会長 K. R. ラビ ラビンドラン

於：高幡不動尊客殿

その他報告
・日野市環境かるた大会ポスター掲示の依頼
・東京山王ロータリークラブ認証伝達式のご案内
・ソロプチミスト日野会長退任の挨拶
・町田東ＲＣ、町田サルビアＲＣ、八王子北ＲＣ各クラブ
の活動計画書の回覧
・函館五稜郭ＲＣの週報の回覧
■決算報告 本田 誠会員
前年度会計が退会の為、代わって報告。
■委員会報告
●会員組織委員会 濱田宣郎副委員長
8月は会員増強・拡大月間です。今年度会長は純増1名と
目標に揚げました。委員会としては3名はと考えており、
先に1年で3〜4名増やした町田サルビアRCの増強策を
学ぶため、井上さんを招いて卓話をいただきました。皆さ
ん候補もおられるかと思います。25日の夜間例会にて増
強の在り方を協議します。
■卓話講師紹介 プログラム委員会 委員長 早川忠男
ポーランドで開かれた消防オリンピックに日野消防少年
団他数クラブと参加しました。成績は全体45チームの
32位でしたが、学ぶところも多かったです。日本から参
加の他の団体で19位になったところもありました。日野
市長・教育委員会にも報告しました。本日の卓話講師鈴
木さんはナイーブ な人で話をお聞きして質問等でフォ
ローして下さい。日野駅前のビルの地下で飲食店「コロ
ボックル」を営んでいます。
■卓話「カ・イ・カ・ン」

鈴木美津江様

私の「走り」について読売新聞で紹介されまし
た。子供の頃は身体が弱く何をやってもダメ
でした。そんな私がなぜ走り始めたか。育児ノイ
ローゼになり34才の時主人に奨められてです。浅川べり
で走りました。その時の風がしっかり身体に残り、達成
感を味わい忘れられなくなり1週間に1回走り始めまし
た。汗をかいてスッキリし、子供の面倒が見られるように
なり、育児ノイローゼを克服できました。初めてのロード
レースで25kを23分で走りました。これがすごいんだな
と思い走り続けてました。その後日野走行会に入り、走

8月「会員増強・拡大月間」
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るのは自分一人ではない、人と人とのかかわり合いを知
り、辛い時泣きたい時も走る事で解消し走る楽しさを覚
えました。子供が5年生の時フルマラソンに出て3時間10
分でゴールしました。国際マラソン・東京マラソンにも出
ました。続けているのはタイムだけではありません。昨
年60才になり、新選組まつりと同時開催の「歳の鬼足マ
ラソン」、
「筑波マラソン」、
「青梅マラソン」、
「霞ヶ浦マ
ラソン」にも出場しました。自分でも凄いなぁーひとつの
事を続けているのはと思います。与えてくれた走りに、仲
間と一緒に走る喜び、を感じてます。学生時代から喫茶
店をやりたいと思ってました。55才の時皆の要望に応え
コロボックルを開店しました。コロボックルでチームをつ
くりました。初めて挑戦したところ記録が出てどんな太
会でも出るよう前向きになっています。いろいろなこと
をやれる同じ仲間が、ひとつの事に向かうのは素敵な事
だと思いました。
コロボックルに来店する人が出身は北海道ですか？とい
われますが違います。子供の頃絵本を読みコロボックル
が蕗の葉陰で暮らしていることを知りました。蕗は葉が
地球の全てだと思いました。自分はひとりでは生きられ
ない。何かに守られていると思います。
★卓話の後、Q&Aで「Q;65才から走り始めてるが、記録
を目指すだけでなく元気でいられるのは走ったり動いた
りする事だと思ってます、A;楽しく走る事が大切ですね。」

生沼通男さん・・長らくお休みいただきすみませんでし
た。おかげさまで体調は順調に回復しつつあります。
河野和正さん・・昨日（8/3）、日野市特定健康診断を受
け、結果まちです。健康でありますように！
平吹正義さん・・連日の猛暑、皆さん熱中症には気をつけ
ましょう。
渡邉良勝さん・・水野年度の地区大会。具体的にスター
トし始めました。物心両面でのご協力をお願い
致します。
梅田俊幸さん・・先月２６日開催の第１５回ひのよさこい
祭では皆様にご協賛頂き無事に終了すること
が出来ました。感謝申し上げます。
平 良信さん・・来週は夏休みです。女房とゴルフで真剣
勝負を２ラウンドしてきます。負けたら切腹もの
ですよ・・・。
長谷川嘉則さん・体の為にダイエットを始め、７月から５
ｋｇ体重を落としました！！
濱田宣郎さん・・８月は会員増強・拡大月間です。本年こ
そ最低３名以上の増強を実現しようではありま
せんか。皆様全員の切なるご協力をお願い致し
ます。
藤野益夫さん・・鈴木様暑い中ようこそ！！先日は多治見
市で３９度超えの気温記録。毎日猛暑が続きま
す。お互い様健康に留意しましょう。
星野幸夫さん・・私はケーブルテレビで阪神タイガースが
勝つ試合を見ることを楽しみにしています。と
ころがケーブルテレビが見られる部屋のエアコン
が壊れてします、部品が無いというので修理が
遅れ、暑い中扇風機をかけて応援しています。

「Q:育児ノイローゼを克服した体験を悩んでいる人に提
供できたらよいと思いましたが.。A:それは思い付きませ
んでしたが外に向かって発信すべきでした。」「Q：走る時
のウェアーは。A:身体にフィットするウェア−がありま
す。」等が出て、渡辺さんから想いをお聞きできました。
■謝辞謝礼 会長 小島 明
地べたを歩くよう心掛け、ゴルフ場でもカートに乗らな
いようにしています。先にも言いましたが、お金の貯金も
ですがこれから筋力の貯金も大切です。鈴木さんから聞
いた話は大変参考になります
■閉会点鐘

会長

小島

明

ニコニコメッセージ
本田 誠さん・・初孫も離乳食を始める７ヵ月となりまし
た。７ヵ月の月例誕生日にはビニールプールを
贈りました。今月の誕生日には何を贈ることに
なるのやら？
朝倉邦雄さん・・もう８月です。１日は地元の盆踊り大会
で準備、後片付けと大変でした。

ニコニコBOX

本日30,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率21.7％

出席報告 総数
第1261回 26
第1259回

累計260,136円

26

※今週のメークアップ

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
19
5
−
3
88.46％
18

安西さん
小髙さん
※先々週の後メークアップ なし

4

0

水野さん
栗山さん

4
黒川さん

84.61％
谷さん

トピックス
1.8月2日東京八王子東RC創立35周年記念「八王子薪
能」が、八王子子安神社で開催された。夕方から「薪能奉
告祭」の後、神前から採火された燈明で舞台脇の篝火に
点火され薪が燃え上がる中、簡単な解説に続き、法螺貝
の合図で、狂言「千鳥」能「羽衣」が演じられた。「千鳥」
は太郎冠者が酒屋との駆け引きを、
「羽衣」は天女の純
真さと漁師の邪念・欲望が演じられ、笛と鼓の演奏、地
謡の中、優雅な舞で幽玄の世界に引き込まれました。
2.群馬県館林市で39.8度記録。
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