■司会
小島 明会員
■開会点鐘 東京飛火野RC会長 馬場 弘融
■ロータリーソング「奉仕の理想」
「四つのテスト」
ソングリーダー 本田 誠会員
■お客様紹介 東京飛火野RC会長 馬場 弘融
大槻哲也様 国際ロータリー第２７５０地区ガバナー
渡邉良勝様 国際ロータリー第２７５０地区幹事
太田吉彦様 国際ロータリー第２７５０地区多摩南グループ幹事
遠藤泰夫様 国際ロータリー第２７５０地区幹事
門馬光直様 国際ロータリー第２７５０地区副幹事
■会長スピーチ・報告
●東京飛火野RC会長 馬場 弘融
強い雨の台風が直撃して、浸水や土砂崩れが心配されましたが、皆様
のお宅や会社は大丈夫でしたか。リオ・オリンピックでは日本選手が
大活躍だったし、ブラジルの大会運営も素晴らしかった。甲子園の高
校野球では、作新学院が優勝して幕を閉じました。いよいよ夏も終わ
ります。私達の夏の締めくくりとして本日はガバナー公式訪問を受け
ます。大槻ガバナー、三浦多摩南グループガバナー補佐、渡邉地区幹
事、太田多摩南グループ幹事ご出席ありがとうございます。飛火野ク
ラブの昨年は水野ガバナーを支えつつ、日野クラブにご支援をいただ
いて、地区大会をホストした一年であり、ちょっと頑張りすぎたかと
思っています。そこで今年は本来のクラブライフに立ち返り和気あい
あいにクラブを楽しむ一年と位置付けました。とは言え、最近のRIの
動きには、規定審議会のことなど、昔風のロータリアンとしてやや不安
を感じます。本日大槻ガバナーには「人生の泣き笑いとロータリー」と
いうテーマのもと、今年度の地区方針をご指導いただくわけですが、
最近のRIの方向についても、特に例会方法、会員資格、入会金への柔
軟性付与や、職業奉仕の位置付けなどについてお考えを、経験の浅い
会員にご示唆いただければ幸いです。よろしくお願いします。
1.先週（8月19日）第3回多摩南グループ協議 会が 開かれ、IM(イン
ターシティティミーティング ）の 詳 細が 発 表されました 。11月11日
（金）会場京王プラザホテルです。全員の出席をお願いします。
2.青少年指導者育成プログラム（RYLAセミナー)に飛火野RCが推薦
した「新田健史」さん（水野会員申し出）が、参加されることになりま
した。ご了承ください。
●東京日野RC会長 山下 雅弘
オリンピックで寝不足、テロがあり サマーランドで傷害事件が起き
ざわついてます。1905年ロータリーが始ったシカゴもざわついていた
かと思います。ロータリーも100年以上経ち会員も100万人以上なっ
た。今、悲しい 事件 もあり リオのようにうれしい 事もあります。
2020年ロータリーはパラりンピックを支援します。平和な日本、幸せ
な世界、4年後はどうなるのでしょう。
■幹事報告
●東京飛火野RC幹事 河野和正
大槻ガバナー、三浦多摩南グループガバナー補佐、渡邉地区幹事、太
田多摩南グループ幹事ようこそいらっしゃいました。
1.8月19日多摩南グループ協議会が京王プラザホテル八王子で開催さ
れました。

a.事務局員が交替、日野RC・八王子西RC・八王子南RC・町田東RC
の4クラブ。クラブの会長・幹事・事務局名簿の作成。
b.青少年交換留学生の補助金 28名2,000円 56,000円
c.大槻ガバナー公式訪問にあたりクラブ協議会のスケジュール。
2.RYLAセミナー派遣について、参加者 新田健史氏 9月17日〜19
日の3日間 於：代々木オリンピック記念青少年総合センター
3.高幡不動尊より あじさいまつり のお礼状を戴きました。
4.8月30日夜間例会。浜寿司本店。19：00
5.9月21日（水）日野・八王子東合同例会 於：日野寿司 18:00
●東京日野RC幹事
宮野孝雄
多摩南G協議会で会員増強に貢献した会員にバッジが贈られます。
あじさいまつり礼状。米山奨学生、日野市民連合について。
今月 通夜が2件続き他に1件で3件でした。暑いので健康に留意しま
しょう。
■委員会報告
■ニコニコ報告
東京飛火野RC親睦委員会 本田 誠委員長
ニコニコメッセージ紹介、メッセージ後記
東京日野RC親睦委員会
西山尚之委員
メッセージ略
■出席報告
東京飛火野RC出席委員会
長谷川嘉則委員長
本日は100％の出席です。
東京日野RC出席奨励委員会 小倉裕美委員長
報告内容略
■卓話「公式訪問にあたり」大槻哲也様
ガバナーになるためサンディエゴで1週間国際協議会で研修を受けて
ました。協議会で、ジョンF.ジャーム会長は「人 類に奉仕するロータ
リー」について、会員はロータリーを通じ友人と出会い、地域とつなが
り、目的意識を持ち、人々との絆を育み、キャリアを磨き、ほかでは味
わえない貴重な経験をしてきました。毎週、世界34,000以上のクラブ
のロータリアンが、語らい、笑い、アイデアを分かち合うため集いま
す。しかし、私達が集う一番の理由は最も大切な目標、すなわち「奉
仕」のためなのです。ロータリーの初期から、人類への奉仕はロータ
リーの礎であり、主な存在理由になってきました。世界で意義ある奉
仕を行なう最善の道はロータリー会員になる事であると私は信じてま
す。又、世界に確かな変化をもたらすために、ロータリーほど優位な立
場にある団体はないと考えています。ロータリーには、世界を変える
力、ネットワーク、知識の結集がある。ロータリーに限界があるとした
ら、それは私たちが自分自身が 設けている限界に過ぎません。現在
ロータリーはとても大事な時を迎えています。今はいろいろな意味で
今後を決定づける歴史的節目です。世界でもっとも大きな「よいこと」
の推進力になるために固い決意と熱意でポリオ撲滅をなし遂げ、勢い
をつけてロータリーをさらに前進させながら、これまでの成功をバネ
に飛躍する時が来たのです。
このあとPリオ撲滅の成果に触れ、会員増強と質について述べ、いつの
日にか120万人以上のロータリアンが一体となリ、ロータリー財団や
各自のリソースを駆使して人類の奉仕に取り組むことになろうとは、ハ
リスも想像しなかったでしょう。

そのようなロータリーに対しハリスがどんな奉仕をするか、私達は想
像するしかありません。「人類に奉仕するロータリー」の伝統を継承す
る名誉を授けらた私達はこのような奉仕を行なっていく責務があるの
です。と研修の映像を紹介されました。
続けて、今、ポリオの発生は16件です。と現状を報告されてから、地区
の重点目標に触れ、RIのテーマ「人類に奉仕するロータリー」、会長強
調事項のポリオ撲滅・会員増強・柔軟性のあるクラブ・ロータリーの
未来を担う若者たちの育成で、最初に掲げました。「奉仕の哲学を実
践しよう」〜「地区チーム」はクラブを支援するとし、地区の強調事項
はクラブと地区チームの連係を密にする。地区の会員増強・財団・米
山記念奨学金について話されてから、地区大会は3月21〜22日グラン
ドプリンスホテル新高輪パミール館です。国際大会は2017/6/10〜14
アトランタで開かれます。45,000人以上の参加を目指しています。日
本からは300名を予定しています。この後「落ちこぼれのロータリア
ンからガバナーへ」とご自身のロータリーへの入会からガバナーを務
めるまでの思いを語られました。東京中央RCは会員250人、入会暦
29年 最初は欠席が多かった。仕事が忙しいが理由でした。退会か残
るか悩みました。しかし、人の役にたって喜んでもらえる奉仕活動とい
うロータリーの基本に気付き、仕事が忙しいと言う理由は口実で時間
的対応効果を考えました。「人生の泣き笑いとロータリー」ロータリー
の中で見つめ直しました。楽しいだけではなく苦しみもある。満州か
ら引き上げて田舎に戻り東京きて人生を歩んできた。ロータリーと自
分の過去を振り返って現在のある事を思い直しました。
■謝辞・謝礼
日野RC会長 山下雅弘
■閉会点鐘 会長 山下雅弘
●ニコニコメッセージ
大槻哲也ガバナー・・今日も楽しい例会でありますように、ニコニコします。
三浦眞一ガバナー補佐・・お世話になります。
水野 功さん・・大槻ガバナー、三浦ガバナー補佐、渡邉地区幹事、大田グルー
プ幹事ようこそいらっしゃいました！
馬場弘融さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・
大田吉彦グループ幹事、ようこそお出かけ頂きました。よろしくお願
いします。
河野和正さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・
大田吉彦グループ幹事、ようこそいらっしゃいました。今日、よろしく
お願いいたします。
朝倉邦雄さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・

■司会 クラブ広報委員会 委員長 藤野益夫
■開会点鐘
会長 馬場 弘融
■会長スピーチ 会長 馬場 弘融
また台風が関東に接近しました。例年と違い東日本に向かってきます。
今回は被害が出ませんが台風本番の秋です。備えをしっかりしてくだ
さい。先週のガバナー公式訪問100％出席ご協力に感謝します。ガバ
ナーのお話しでは、長い歴史を重ねたロータリーの「誇り・ステータ
ス」を忘れるな、
「忙しい」を口実にするな、
「ロータリーあっての人生
だった」が印象に残りました。天高く馬子肥ゆる秋は、スポーツの秋で

大田吉彦グループ幹事、宜しくお願い致します。昨日の台風はすご
かったですね。
黒川高徳さん・・台風一過の好天での合同例会。大槻哲也ガバナーをお迎えし
て有意義な例会になりますよう宜しくお願いします。
長谷川嘉則さん・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹
事・大田吉彦グループ幹事、ようこそいらっしゃいました。本日、宜し
くお願いします。先週のお盆休みに富山まで２泊３日で鮎釣りに行って
来ました。釣果は１００匹程でした。ストレス解消は必要ですね！
藤野益夫さん・・大槻哲也ガバナーご一行様、暑い中ようこそお越し下さいまし
た。どうぞよろしくお願いします。熱き戦いが幕を閉じました。友情と
平和の祭典アスリートに感謝。
平 良信さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・
大田吉彦グループ幹事、ハッファディ（チャモロ語でようこそ）です。
中澤 洋さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・
大田吉彦グループ幹事、本日は有難うございます。よろしくお願い致し
ます。
小髙俊明さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・
大田吉彦グループ幹事、本日は、ようこそお越し下さいました。どうぞ
よろしくお願いいたします。
栗山 博さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・
大田吉彦グループ幹事、ようこそお出かけいただきました。よろしくお
願いします。
大塚洋晃さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・
大田吉彦グループ幹事、ようこそおいで下さいました。本日は宜しくお
願いいたします。
安西 清さん・・大槻ガバナーご一行様、本日はよろしく。
小島 明さん・・大槻哲也ガバナー・三浦眞一ガバナー補佐・渡邉良勝地区幹事・
大田吉彦グループ幹事、ようこそ。よろしくご指導のほどお願い致します。
星野幸夫さん・・大槻ガバナーをはじめ、皆様ようこそいらっしゃいました。
生沼通男さん・・大槻哲也ガバナー御一行様ようこそいらっしゃいました。御指
導よろしくお願いいたします。
本田 誠さん・・リオオリンピックが終り、夏の甲子園も作新学院の優勝で幕を
閉じました。北海高校の二学期始業は台風の中で大変ですね！！
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■幹事報告 幹事 河野和正
台風の被害もなく通過しほっとしています。ガバナー公式訪問ご協力
ありがとうございました。
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本日70,000円
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出席率
100％
89.28％

累計342,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率28.5％
守重さん

天野さん

1.9月21日は日野・八王子東との合同例会 於：日野寿司 点鐘18：
00 登録料6,000円です。
2.9月6・13日は通常例会、23日はグルメ例会 於：新宿住友ビル48F
「みのきち」登録料10,000円。
■閉会点鐘 会長 馬場弘融
●懇親会
藤野会員の司会挨拶で始った懇親会は、台風、三菱自工に国交省8車
種の販売自粛要請、築地市場移転延期などの話題で定刻まで盛り上
がり親睦を深めました。

役割に伴う活動を一歩進めていただく季節です。各々が、役割からに
の夜間例会を活用して下さい。和気あいあいの例会になるようお願い
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※今週のメークアップ 平吹さん
※先々週の後メークアップ なし
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本日13,000円

6

78.57％

累計355,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率29.5％

※今週のメークアップ 藤野さん
※先々週の後メークアップ なし

事務局：東京都日野市神明4-22-13スペースブロンコ1F 〒191-0016 TEL 042-583-6434
会 長：馬場 弘融
幹 事：河野 和正
副会長：小髙 俊明
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黒川さん

水野さん

FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
クラブ広報委員会委員長：藤野 益夫

