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●卓話「彼岸花」杉田純一会員
彼岸花を見て写真を撮ってきました。回覧しますご覧ください。21年8月
植樹祭で植えた黒い土の所は咲き終わり。上の墓の所はきれいに咲いてま

米山奨学生

した。この場所は、かって子供の遊具が置かれていました。日野RC50周年

東京日野ローターアクトクラブ幹事

■会長挨拶
●東京日野RC

平吹正義委員長

月例記念品贈呈

（東京品川RC）
金子祐史様

親睦委員会

メッセージ数名披露、他は週報にご案内します。

国際ロータリー第2750地区地区副幹事

平塚あゆ美さん

報告内容略

記念で彼岸花を植樹したいと申し出があり、初夏のあじさい，秋のもみじ
会長

小島

馨

を見に来られる方が初秋に彼岸花が加わることで名所が増えればと貫主

皆様今日は。今朝8：30から彼岸花が咲いているか見てきました。50周年

が 受 け入 れ ました 。最 初 3 0 0 0 0 株 でした が、そ の 後 、各 団 体 を 含め

記念碑の上は満開でした。下の方は咲き終わりました。上から眺めたらち

100000株になりました。今後成長すると株は更に増えると思います。今日

らほら咲いていました。本日例会にふさわしい花です。

も7〜8人ほど写真を撮っていました。卓話にあたり彼岸花を調べて見まし

●東京飛火野RC

た。26年に埼玉県日高市の巾着田を見ましたが500万本と言われ、圧倒

会長

小髙

俊明

日野RCの皆様お世話になります。先週木曜日「会員増強セミナー」に出

されました．この時、ここもいずれ多摩の巾着田といわれるようにしたいと

席，増強の実態，取り組みの研修を受けました。公式訪問時もガバナーよ

思いました、27年8月5日植樹祭を行い日野RC会員ほか100名が参加しま

り会員増強に力をと要請されました。増強しているクラブはやはり努力さ

した。ひがんばな科の多年草、曼珠沙華（まんじゅしゃげ）ともいわれま

れています。我がクラブは、引き続き協議会で討議します。規程審議会の

す。道端に群生し秋、9月中旬ころ赤い花を咲かせる。白いのもある。白い

変更を，入会を薦める上でしっかり受け止めたいと思います。研修ビデオも

花は境内でも咲きます。咲いたあと葉を出します。30〜50センチの葉で

いただきましたのでいずれ見ていただきたい。例会は楽しくなければなり

す。北海道から沖縄まで分布します。ユーラシア大陸から稲作の伝来とと

ません。みなが来たがるよう親睦を深めたいと思います。

もにやってきた。根に毒があり小動物を避けるため植えられた。毒は水に

■幹事報告

さらして毒を抜けば救荒食になる。日本では田の畦やお墓に植えた。小動

●東京日野RC

幹事

田中くに子

物が田や墓を荒らすのを防ぐ為で、モグラは肉食で関係ないが餌のミミズ

1.多摩南グループIMの案内が届きました。パネルディスカッションテーマ

を避けることが考えられます。墓も昔は土葬で埋蔵遺体を荒らされないと

「本音のロータリー」で、パストガバナーがパネリストです。クラブからの事

考えたからです。毒は、リコニン，セキサニン等でアルカロイド毒がある．鱗

務局で整理、ご案内します。

茎は適切に用いれば解毒作用をもちます。別名、ゆうれい花、きつね花、

2.地区規程審議会2018-19への提言をいただきたい。と案内が届いてます。

はっかけばばあ等があり、不吉な花ということです。花ことば、悲しき思い

3.ポリオプラスセミナー案内が届いてます。

出、想うのはあなたひとりなど。赤い花で天上の花，めでたい花と言う所

4.青山RC例会場変更案内が届いています。

もあります。埼玉の巾着田、神奈川日向薬師、愛知の半田矢勝川堤、岐阜

5.多摩グリーンRC例会変更が届いています。

大智寺、広島三次がベスト5です。100万を数える所もたくさんあります。

●飛火野RC

高幡もだんだん大きくなる思います。

幹事

栗山

博

1.多摩グリーンRC例会変更が届いています。

◆碑を作るまで

2.青山RC例会変更が届いています。

私は、親から「曼珠沙華（まんじゅうしゃげ）」は毒があるので触ってはい

3.バギオだより。日野社協だより。ハイライトよねやまが届いてます、次の

かん、触らないでくれと言われたものです。植樹の時、名称を「曼珠沙華」

高幡の例会場で回覧します。

に統一した。高幡山が、春の桜，初夏のあじさい、初秋の曼珠沙華、紅葉

■米山奨学生

平塚あゆ美さん

帰朝報告

谷井正剛会員

で、賑わうことを願って企画しました。27年4月「高幡山彼岸花プロジェク
イーストアングリ

ト」を立ち上げ、お不動様に御伺いしました。その時、曼珠沙華例会、あじ

大学院で1年間学び今月帰国しました。学問での収穫と共にたくさ

さい例会、桜例会を考えました。26年に試しに植えてみました。9月初め

ん他国の学生とディスカッションしました。25日からザンビアに行きます。

に咲きました。その後，御前様を伺い場所を選定していただきました。最

教育相と会い学んできたいと思ってます。米山奨学金をいただいてこれか

初10000本といったら30000本以上といわれました。造成代球根代見積

らも国際交流をはじめいろいろに活かしてゆきたいと思います。

もりは1000万円を超えましたが、後のことは心配するないわれ計画を進

■出席報告

めました。30000本で決まり、記念碑を作りたいが碑に記す文字を御願い

日野RCにスポンサークラブになっていただき、イギリス
ア大

●東京日野RC出席奨励委員会

名取

淳委員長

●東京飛火野RC

したところ、俳句を作る人は美しさを見ないとできないと言われ，2月の節
分の終わり頃に俳句をいただいた。

報告内容略
出席委員会

守重昌之委員長

■謝

辞

東京飛火野RC

本日の出席率100％です。報告内容後記

ありがとうございました。

■ニコニコ報告

■閉会点鐘

●東京日野RC職業奉仕

委員会

飯作金彦委員長

東京飛火野RC

会長

小髙俊明

会長

小髙俊明

9月「基本的教育と識字率向上月間」
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ニコニコメッセージ

濱田宣郎さん・・川澄御前様の代行として、杉田住職様の卓話を楽しみにし

小髙俊明さん・・日野ロータリーの皆様、本日は、お世話になります。杉田

ております。過日の寿徳寺の件でもお世話になりありがとう存じます。

様本日の卓話どうぞよろしくお願いいたします。

大塚洋晃さん・・日野RCの皆様、本日は宜しくお願いいたします。

栗山

博さん・・日野ロータリーの皆様、よろしくお願いいたします。

朝倉邦雄さん・・よろしくお願い致します。

本田

誠さん・・今日、９月２０日はバスの日です。韓国では年間１５０件以

星野幸夫さん・・杉田様の卓話楽しみにしております。

上のバス火災があるそうです。２泊３日で済州島に出かけて来ました。３日

平吹正義さん・・日野ロータリークラブの皆様、本日はよろしくお願いいた

間ともバス利用でした。

します。杉田さんの卓話楽しみにしております。

河野和正さん・・平成２９年度八坂神社例大祭が雨の中無事終了しました
ので、ほっとしております。１６・１７・１８・１９、４日間飲み続けでした。体
に気をつけましょう。杉田様卓話宜しくお願い致します。
黒川高徳さん・・今日は彼岸の入り。暑さ寒さも彼岸までの言葉通りの気
候になりました。スポーツの、食欲の、と楽しい季節。本日の卓話宜しくお
願いします。
藤野益夫さん・・杉田様、本日の卓話楽しみにしております。めっきり秋ら
しくなってきました。日野RCの皆様、今日もお世話になります。
早川忠男さん・・日野RCさん、よろしくお願いします。
加藤善己さん・・ガンバって下さい。
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22
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本日 32,000円

ニコニコBOX

0
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100％
100％

累計464,636円

本年度目標額1,200,000円 達成率38.7％

※今週のメークアップ 長谷川さん
※先々週の後メークアップ なし
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2017年 9月26日
（火）第1363回 夜間移動例会 グルメ例会 於：昭和の森 車屋
■司会

グルメ部

■開会点鐘

会長
会長

本田
小髙

誠会員

俊明

■閉会点鐘

会長

小髙

俊明

●懇親会

■お客様

本田会員の司会挨拶、馬場会員の「皆さんと山下さん、ジャミーさんの健

日野RC 山下雅弘様、交換留学生ジャミーくん、本田会員夫人 佳江様、濱

勝、クラブの繁栄を祈念し、大きな声で気持ちを一つにして」の挨拶「カン

田会員夫人 京子様、渡邉会員夫人 三保子様、平会員夫人 正子様、小髙会

パイ！！」音頭に、全員がグラスを掲げ唱和、宴が幕が開いた。ホテルのき

長夫人 麻依子様

れいな庭園から虫の声が、気がつけはすっかり秋の気配。町中でもキンモ

■会長報告

会長

小髙

俊明

クセイの薫りが漂います。食欲の秋。出てくる料理に箸が進みます。アル

本田会長このような例会場の選定ありがとうございました。今期も2ヶ月

コールのピッチも上がり、それぞれのテーブルで、暑かった夏の思い出、先

経過3ヶ月目も終わります。クラブ講義会あり、ガバナー公式訪問も終わ

週の台風、各地からの秋の味覚、プロ野球も残りわずかパ・リーグ・ソフト

り，10月は親睦旅行です。平吹委員長・黒川副委員長に立案いただき、楽

バンク、セ・リーグ広島カープの優勝、フィギアスケートでシニアデビュー本

しい旅が期待できます。全員参加を望んでいましたが、ご都合のつかない

田真凛選手の国際大会での優勝、大相撲秋場所横綱3人大関2人幕内1人

方もおられました、黒川会員に後ほどスケジュールなどご説明いただけれ

休 場の中で横綱の責任を果たし「日馬富 士」優 勝、パンダ 赤ちゃん 名前

ばと思います。日野クラブ山下さん、交換留学生ジャミーさんようこそい

「香香」、安倍首相突然の衆議院解散表明。等の話題で定刻まで盛り上が

らっしゃいました。

り親睦を深めてました。

■幹事報告

幹事

栗山

博

グルメ例会ご参加の皆様ご苦労様です。今宵、きれいな庭を見て、どこから
う。特に報告はありません。

出席報告 総数
第1363回 26

1.訃報 調布RC 会長 佐々木賢秀様9月23日逝去、
10月2日通夜、
10月3日告別式。

第1351回

ともなく香るキンモクセイ、虫の声を耳に、おいしい和食をいただきましょ

●本田会員より，ジャミー君に世界遺産の「和食」を味わって楽しんでくださ
い。ジャミー君一言いかがですか。黒川会員親睦旅行について御願いします。
●交換留学生ジャミーさん挨拶

御招きいただきありがとうございます。

●黒川高徳親睦委員会副委員長
親睦旅行旅程表をご説明いただく。東京駅午前11時集合、新幹線で京都
に霊 山 博 物 館、北 政 所の 過ごされた高台 寺見学、京都ガーデンホテル
チェックイン、八坂神社鳥居内の「中村楼」で例会。希望者2次会。2日目
智積院見学、管長様と記念撮影、醍醐寺、三宝院庭園見学。醍醐寺
「白書院」にて例会、伽藍・霊宝館見学、京都駅で解散。

1364回 通常例会
10月3日 12：30
高幡不動尊客殿
クラブ協議会
司会：濱田会員

1365回 通常例会
10月10日12：30
高幡不動尊客殿
卓話：米山奨学生
司会：長谷川会員
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本日 0円
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92.31％

累計464,636円

本年度目標額1,200,000円 達成率38.7％

※今週のメークアップ 水野さん
※先々週の後メークアップ なし
★トピックス
1.9月25日上野動物園、名前の公募に30万通あった、パンダの赤ちゃ
ん「香香（シャンシャン）」に。

1366回 通常例会
10月17日12：30
高幡不動尊客殿
卓話：天野武雄会員
司会：早川会員
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副会長：天野 武雄

1367・8回 移動例会
10月24・25日
京都方面
親睦旅行

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

