■司会

団の常務理事に就いてます。(公財）米山梅吉記念館とは組織が異なりま

SAA委員会 小島 明委員長

■開会点鐘

す。三島方面に行かれたら、記念館をお訪ねください。近くに故 米山翁の

会長 小髙 俊明

墓地もあります立ち寄られるのもいいかと思います。

■ビジター紹介 会長 小髙 俊明
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■四っのテスト ロータリーソング「奉仕の理想」 今月の歌「里の秋」
ソングリーダー

■ニコニコ報告 親睦委員会

5,000人あまり寄贈累計額7,000万円を超えています。

平吹正義委員長

■閉会点鐘 会長 小髙 俊明

ニコニコメッセージ紹介、
メッセージ後記
■出席報告 出席委員会

第32回のプロアマゴルフ大会のお礼状が届いてます。今回の寄贈先は日
野市で、
日野市社協へ1,135,333円を届けたそうです。過去32回の参加者

本田 誠会員

▼▼▼クラブ協議会▼▼▼

守重昌之委員長

テーマ「30周年記念事業を考える」 司会 幹事 栗山 博

報告 内容後記

●開会宣言 会長 小髙 俊明

■会長スピーチ・報告 会長 小高 俊明
1.地区年次報告書をMBに入れました。本日、松本ガバナー補佐、青木グ

私は入会して10年、我がクラブは記録を作っています。週報も膨大な数に

ループ幹事にご出席いただき「30周年記念事業を考える」のテーマでクラ

達しています。HPには毎週週報が載っています。前期地区年次報告委員会

ブ協議会を開催します。

副委員長として報告書編集に携わりました。30周年は天野年度になり、実

2.8月16日、私と渡邉ご夫妻、
日野RC小島会長、田中幹事、山下会員ご家族

行委員長は馬場会員になります。みんなで協力しましょう。20周年でCD

で、万願寺「マンマパスタ」でジャミ−君の歓迎会があり出席しました。とて

を作りましたが，あまり見ることはありません。25周年は冠を付け記念行

も素直な好青年（少年）でした。29日は歓迎会です。

事・例会を行いました。お手元に「年次報告書」が届いてると思いますが、

3.8月19日八王子子安神社「第29回八王子薪能」河野会員と観てきまし

活動記録を書物にする事も大切です。記念誌をどうするかは全員で協議す

た。八王子東RCの会長・幹事・平塚会員が奉行を務められました。公演中

ればよいのではないか。多数決で決めたくはありません。総意で決めて行

は小雨で前後が大雨で大変でした。

きたいです。活発な意見をお願いします。

4.11月21日は八王子東RCと合同ゴルフコンペを予定しています。

●本田 誠会員

■幹事報告 幹事 栗山 博

準備から創立まで約2年間幹事を務め、
10周年時会長、25周年で再び会

暫く体調を崩し休養させていただきましたが、
ようやく癒えて復帰致しまし

長を務め記念事業実行委員長もしました。30周年は節目、事業積立600

た。よろしく御願いします。報告及び連絡事項を申し上げます。

万円あります。しかし、財政事情は逼迫しています。毎期過去の入会金の積

1.日野RC松浦社会奉仕委員長から、当面のジャミー君のスケジュール案内

立を取り崩しています。記念事業予算は最大で300万円かと思います。実
行委員会を立上げますが全員参加でなければと考えます。事業内容も他

が届いてます。
2.次回8月29日例会は夜間例会です。於：南平

寿司正

開会点鐘6：00

◆ー回覧物ー◆

RCと比較しなくてもよく、独自でやればよい。寄付はR財団と米山記念奨
学会は必要でしょう。夢ふうせんのバーベキューに冠を付すもよし。東日

a.地区から「第14回RYLA」開催案内,2017学年度「第1回米山奨学生カウ

本被災地支援も谷会員を通して考える。またレッツズランズ市、
ジャミー君

ンセラーセミナー」開催案内「広報I.T基礎セミナー開催案内、ポリオ撲滅

の母国イタリアとの関連もよいかとおもいます。天野年度でメンバーがどれ

チャリティコンサートご協力の案内、
「地域社会奉仕ご担当の皆さんの集

だけ携われるか。記念誌を制作するもよし、記念講演・記念コンサートもよ

い」案内、
奉仕研究会による卓話講師派遣に関するお願い。

し、会長の考えを入れ例会、懇親会等で計画を練り上げる。

b.日野社協より「手話講習会」ご案内。

●長谷川 嘉則会員

c.日野市ふだん着でCO2をへらそう実行委員会より、
「ゆるキャラグラン

入会して3年目、
まだRCのことはよくわからないが、
日野RCの記念誌で土

プリ2017」への投票についてのお願い。

方像の建立を知った。像を立てるのもよいと思ったが維持費の問題もある

d.光の家から、
「チャリティコンサート」の案内、
e.日野社協より「ペットボトル

ようだ。HPをアクセスされやすいしっかりしたものにするもよい。デジタル

キャップ回収」のお礼状。

化がいわれているが、パソコンの使用が分からんのでは困るので、
その面

e.中央新RC特別例会、八王子RC・八王子西RC・八王子北RC9月例会変更

で長けているものにできればよい。時間もあるので考えてゆきたい。

案内。f.ソロプチミスト日野から25周年記念会報、g.日野RC・八王子南RC・

●濱田宣郎会員

町田東RC・函館五稜郭RCから活動計画所

バトンを若い人に任せたい。なかなか新しいアイデアは出てこないが、
ロー

h.（公財）米山梅吉記念館「秋の館報」

タリーの基本に戻って考えるのがよいかと思います。時代に即したものを

●近況報告 パストガバナー 水野 功会員

考えていけばよい。現状を把握している水野さんの意見をお聞きしたい。

1.8月夏休みにハワイを訪れました。フェイスブックで東京西RCとハワイの

●水野 功会員

西のつくRCが姉妹クラブだからと紹介され訪問しました。歓待されバ

記録の大切さは最もで、
データの整備はすべきだ。私が困ったのはソフト

ナーをいただきました。会長に贈ります。ハワイはよく行かれるかと思いま

ボールについての歴史が誰に聞いても分からなかった。将来ピジョンを議

すので気軽に訪問されると良いのではないでしょうか、

論すべきだ。創立時40人会員がいて、平均年齢47歳だったかと思います。

2.(公財）米山記念奨学会50周年で記念誌をいただきました。私は、
今、財

今後のどういうクラブにしてゆくか。RIは戦略計画を年度ごとに引継書を

8月「会員増強・新クラブ結成推進月間」
文書で残しクラブを考えると位置づけています。2020のオリ・パラをどう
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■ニコニコ報告

するかミズノスポーツの会長は、
何をやるのか何を残すのかの観点でやる

小髙俊明さん・・松本ガバナー補佐、青木グループ幹事、本日はようこそお越し下さ

といわれた。参考にすべきでは。

いました。どうぞよろしくお願いいたします。東京日野プロバスクラブ小西会長様・

●守重昌之会員

宮地幹事様ようこそお越し下さいました。ありがとうございます。

どういうピジョンでやるかは大事だ。将来どうするか、
何を残すのか。この先

栗山

どうするかどう考えているのか。どうせやるなら、記憶に残るような事業が

ありません。本日は松本ガバナー補佐様・青木グループ幹事様、
日野プロバスクラ

できればよい。

ブ小西会長様・宮地幹事様お越しいただきましてありがとうございます。よろしく

●早川忠男会員
15周年記録はCDにしたらといった。デジタルなら記念誌のように収納ス
ペースはいらないし邪魔にならないと考えた。
デジタルで記録は残すべきだ。予算はこれだけと決めること。昨年会員組
織委員長で会員拡大は自分の殻にあった事をやればよいと考えた。記念
事業で時計台も修理費、
看板もメンテナンスが必要、
このような奉仕活動
は考えたい。飛火野RCは何かとよく考え、形式だけでやってもよくない。
15周年は適当だったが、30周年は本腰を入れる中節か。
●まとめ 会長 小髙 俊明
全員から意見をお聴きしたかったが、時間がなく叶ないませんでした。今
後、全員の意見を出し合い詰めてゆきたい。例会・理事会でも機会を設け
たい。将来のピジョン、
何をするか話し合いたい。
●講評 松本啓祐様
HPで高幡は土方歳三の像が出てきます。ここは5年前にお伺いしていま
す。先日ゾーンの戦略会議に出ました。
「明るく楽しく面白く」がRCと強調
されました。本日、例会に出席し歌が好きだと認識しました。本田さんお孫
さん，
平吹さんおめでとうございます。飛火野RCで最初に知り合ったのは
濱田さんです。好々爺という印象でした、
しかし、本当は厳しく怖い方だとい

博さん・・私事ですが、
しばらく体調を崩しご迷惑をおかけしました。申し訳

お願い致します。
水野

功さん・・松本ガバナー補佐・青木グループ幹事ようこそいらっしゃいまし

た。よろしくお願い致します。
本田 誠さん・・本日、
８月２２日午前５時２１分、2人目の孫が生まれました。3,508ｇ
の女の子です。おかげでうれしい寝不足です。
黒川高徳さん・・連日の雨で今日は少しホッとしています。野菜の値上がり等心配で
す。松本啓祐様・青木訓行様今日は宜しくお願いいたします。
藤野益夫さん・・松本ガバナー補佐・青木グループ幹事、暑い中ようこそいらっしゃ
いました。今年一年間ご指導下さい。
星野幸夫さん・・ガバナー補佐松本さん、
グループ幹事青木さん、ようこそいらっ
しゃいました。
梅田俊幸さん・・本日はガバナー補佐松本様・グループ幹事青木様をお迎えしての
例会、ありがとうございます。日野プロバスクラブ小西会長・宮地幹事ご出席ありが
とうございます。
平 良信さん・・高校野球、飲み友達の息子が東海大学菅生高校野球部に入部して
た人がいます。その関係で準決勝も応援します。ちなみに息子はレギュラーになれ
なかったようですが・・・。
濱田宣郎さん・・松本啓祐ガバナー補佐・青木訓行グループ 幹事ようこそいらっ
しゃいました。宜しくお願い致します。

われました。今日の協議を聞いて、
これから回を重ねる事でビジョンが見え

天野武雄さん・・本日は松本ガバナー補佐・青木グループ幹事をお迎えし大変嬉し

てくると思いました。土方歳三をどう見ますか？「革命家」と答えた会員もい

く思っております。また、
１１月９日多摩南グループＩＭを楽しみにしております。

たが、保守反動、
やはり本当の武士になりたかった武士だったと思います。

河野和正さん・・本日、ガバナー補佐松本様・グループ幹事青木様ようこそいらっ

函館で志半ばで戦死しました。記念事業の記念誌は本かCDかの議論もあ

しゃいました。クラブ協議会を盛り上げましょう。

りました。年次報告のように紙で残すべきかは今後の議論できますのでは

加藤善己さん・・皆さん、暑さにまけず体調に気をつけましょう。

ないかとおもいました。年次報告も年度で厚くも薄くもなりますが内容は

早川忠男さん・・今週知人達が海外へ行っています。

ほとんど変わりません。紙でないとよくない、
ということもなくオープンで
考えればよいのではないでしょうか。小高会長・栗山幹事の行ってきた事を
出して今後まとめてゆけばと思います。多摩南GのいMが11月行われます。
記憶に残るIMにしたいです。飛火野RCは天野さんが実行委員で準備に加
わっています。メインイベントはパストガバナーを招きパネルデスカッション

小島 明さん・・松本ガバナー補佐・青木グループ幹事ようこそ飛火野へ。宜しくお
願い致します。
本日は宜しくお願い致します。
大塚洋晃さん・・松本ガバナー補佐・青木グループ幹事、
平吹正義さん・・松本ガバナー補佐・青木グループ幹事ようこそいらっしゃいまし
た。先日誕生祝いをいただきましたので。ちなみに本日２２日誕生日です。

を行います．勿論水野さんにも出席いただきます。席上アルコールを出して
もよいとの意見もあります。着席しての宴会を考えています。これまでにこ
だわらず新しい形式でやりたいと思います。皆さんご出席ください。
■閉会宣言 会長 小髙 俊明
今後も、30周年事業については話し合いを持たねばと思います。時間を取
り協議したいと思います。本日は松本多摩南グループガバナー補佐、青木
グループ幹事のご出席を得て実り多いデスカッションができました。あり
がとうございました。

出席報告 総数
第1358回 26
第1356回
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出席 MU前 MU後 欠席
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本日 67,568円

0

4

出席率
100％
84.61％

累計330,568円

本年度目標額1,200,000円 達成率27.5％

※今週のメークアップ 朝倉さん
※先々週の後メークアップ なし
★トピックス
1.石炭火力発電所.で 発生する灰に、生物に有害な作用をする物質が含まれている
ことが新たにわかった。と中国とアメリカの研究グループが8日付の科学誌「ネイ
チャー・コミュニケーションズ」に発表した。
2.8月12日希代のスーパースター ウサイン・ボルト世界陸上最終日に現役引退セ
レモニー「立ち去らなければならないことはは本当に寂しい」と心境を語る。
3.8月13日プロ野球広島戦で、巨人軍阿部慎之助内野手2,000本安打。史上49人目。
4.8月21日米海軍イージス館、
マラッカ海峡でタンカーとまた衝突。
5.8月22日第99回全国高校野球で広島広陵高校中村奨成選手大会6号を放ち甲
子園新記録。
6.8月23日第99回全国高校野球決勝戦で、埼玉の私立花咲徳栄高校が広島の私
立広陵高校を下し埼玉県勢として初優勝。
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