■司 会

東京日野RC 例会向上委員会 小倉裕美委員長

■開会点鐘

東京日野RC会長 小島 馨

■国家 ロータリーソング「我等の生業」
四つのテスト 唱和 ソングリーダー 清水博雅会員
■お客様紹介

東京日野RC会長 小島 馨

■委員会報告
■出席報告
●東京日野RC出席奨励委員会 名取 淳委員長
報告内容略
●東京飛火野RC 出席委員会

守重昌之委員長

国際ロータリー第2750地区ガバナー 猿渡昌盛様

本日の出席率100％です。内容後記

国際ロータリー第2750地区多摩南グループガバナー補佐 松本啓介様

■ニコニコ報告

国際ロータリー第2750地区副幹事 椎名芳子様

●東京日野RC親睦委員会 安島志郎委員長

国際ロータリー第2750地区多摩南グループ幹事 青木訓行様

報告内容略

東京日野ロータアクト幹事 金子祐史様

●東京飛火野RC 親睦委員会

東京日野ロータアクト代表 田嶋諒一様

平吹正義委員長

数名メッセージ報告、
他は週報に記します。

■会長挨拶

●卓話「ロータリー：変化をもたらす」猿渡昌盛様

●東京日野RC 会長 小島 馨

最初に地区への出向会員を紹介し謝意をいただきました。ご自身の職業

猿渡ガバナーご来臨ありがとうございます。8月私は入会して10年になり

分類から、国際化から取り残されている職業人が国際的な団体の役委

ます。緊張しますが、PETSに出てガバナーにお会いしご指導をいただき、

員を務める不思議なご縁をいただいてますと感想を語られ、所属クラブ

他でもお会いする事が多く本日は緊張しませんでした。ロータリーはクラ

は、東京武蔵府中RCで、
1988年創立明年30周年を迎えます。会員は45

ブに基本があるとガバナーがいわれました。しっかり受け止め一丸となっ

名で女性会員1名です。父がチャーターメンバーで初代会長を務め父が他

て取り組んでゆきたいと思ってます。本日は楽しんでいってください。

界し、2004年4月に入会しました。クラブの主な事業として、森林間伐体

●東京飛火野RC 会長 小髙 俊明

験学習、対象は府中の小学生、場所は八ヶ岳山麓長野県佐久穂町です。

本日は早朝からお越しいただきありがとうございます。懇談の中で率直

家族で考えるゴミ問題ツアーは市と共催し、親子でゴミ最終処分場を見

に話ができ、
その成果を踏まえてやってゆきたい。先日は松本がバナー補

学、
ゴミの減量とリサイクル事業を学ぶ事です。小中学生による人権作文

佐、
青木グループ幹事にご出席いただき「クラブ協議会」を行い、活発な

発表会はいじめ問題を受け、
いじめ問題対策協議会と他の団体の皆さ

意見が出ました。引き続き話し合いを持ち深めてゆきたい。青木グループ

んと共催です。と映像で紹介され、大国魂神社のくらやみ祭、節分に横綱

幹事写真ありがとうございました。

稀勢の里が見えた事も映像で紹介、8月15日からPBGを公式訪問、
グァ

◆水野パストガバナーに米山功労者の感謝状が届きましたので、贈呈します。

ム大学に行きました。
サイパンでは肥満対策に取り組んでました。続けて

■幹事報告

RI会長を紹介、花をこよなく愛し、奥様もパストガバナーです。会長との

●東京日野RC 幹事 田中くに子
1.2017-18年度 RLI第1回開催案内が届いてます。
2.ポリオプラスセミナー案内が届いてます。
3.八王子5クラブから、
10月例会予定が届いてます。
4.バギオだよりが届いてます。
5.函館五稜郭RC会報が届いてます。
6.ボランティアセンターインフォメーションが届いてます。
●飛火野RC 前年度

幹事 栗山 博正

1.2017-18年度 RLI第1回案内が届いてます。
2.ポリオプラスセミナー案内が届いてます。
3.八王子5クラブから、
10月例会予定が届いてます。
4.バギオだよりが届いてます。
5.函館五稜郭RC会報が届いてます。
6.花の街おこし「コスモスアヴェニュー」の管理を行います。7、8月除草を
しました、
きれいに咲いてます。9月30日ふれあい橋際の会場です。ご協
力ください。因にコスモスの花言葉は「乙女のまごころ」です。

記念写真を紹介、
その後、国際協議会の内容を説明された。サンディエゴ
では会議の後、意見を求められ厳しいスケジュールの研修でした。
ライズ
ベリー会長は「ロータリーとは何ですか」と問われましたが 戸惑ってし
まった。知らない訳ではなかったが、
ロータリーが大きく複雑すぎて簡単
に説明できませでした。と述べ，
私にとってロータリーとは「どのような団
体」ではなく「何をしているか」で定義されると言われます。会長テーマは
2回目の本会議「ロータリーの未来」の中で発表され、
「Rotary:Making
a Diﬀerence ロータリー：変化をもたらす」です。変化とはチェンジ、取り
替える，異なるも意味します。地区については、
特別なテーマは不要でRI
のテーマを各クラブに伝え、実践して欲しいとのことですが、私の年度は
特別の地区テーマは揚げません。しかし、
ロータリーの基本はクラブであ
り、会員一人一人の奉仕が基本であります。地区はクラブの活動を支援
し、RIのテーマに沿った活動を支援してゆきたいと思います。ロータリー
は1923年の社会奉仕に関する声明以来、
1927年に「クラブ奉仕」
「職業
奉仕」
「社会奉仕」の3大部門の奉仕、
さらには、翌年ミネアポリス国際大
会にて「国際奉仕」が追加され4大奉仕として管理運営の基本が定着し

ました。1986年にはロータリアンが100万人になり、
1996年120万人に

ずくを一滴ずつ運んでは火の上に落としていきます。動物たちはそれを

達っすると会員の増加とクラブ数の増加で、地区の管理機能を強化、ガ

見て「そんなことをしても、
いったい何になるんだ」と笑います。クリキン

バナー補佐による地区リーダーシップ強化を目的とした、DLPを導入しま

ディは答えました。
「私は、私に出来ることをしているだけ」。私たち一人一

した。その後、小さなクラブや弱体化したクラブの活性化を図るために、

人は小さなハチドリの力にすぎないけれど、
ロータリーとして、
世界中の

2000年より試験的に実施したクラブ活性化プランCLPを2004年に導

仲間と力を合わせれば、問題と向き合うことができると思います。と卓話

入しました。しかし、会員数は120万人を頂点に，
伸び悩み2007年には、

を結ばれた。

ロータリーの本質論である戦略計画の一環として，
中核的価値観、
「親
睦、高潔性、
多様性、奉仕、
リーダーシップ」を掲げました。更には2010年
規程審議会では、
「青少年奉仕」が加わり奉仕部門が5大奉仕となりまし
た。ロータリーは時代とともに変化して、
100年の歴史を築いて参りまし
た。更なる100年に向かい，時代の変化に取り残され衰退するか、柔軟に
対応して発展するか、昨年度の規程審議会では例会の開催、回数に大き
な変化が認められた。本年はその「変化をもたらす」最初の年だと思いま
す。多彩多様なクラブが誕生し躍進の年と致したい。MYロータリーで会
長の発表風景を見ることができ、これまでロータリーは環境問題に関

■謝辞 東京飛火野RC

会長 小髙俊明

ありがとうございました。変化をもたらすについて，重く受け止めました．
クラブの平均年齢は65歳です．
このままでは5年後70歳を超えます。早
速一丸となって、活動を強化して参ります。ガバナー連日東奔西走されて
いるかと思います．
どうぞご自愛ください。
■閉会点鐘 東京飛火野RC

会長 小髙俊明

ニコニコメッセージ
小髙俊明さん・・本日は猿渡昌盛ガバナー様はじめ松本啓祐ガバナー補佐
様、椎名地区副幹事様、
青木グループ幹事様ようこそお越し下さいました。ど

わってこなかったが、
「本年は会員一人一人が木を植えて、地球の環境保

うぞご指導の程よろしくお願いいたします。

全に取り組んで欲しい」と語られました。日本では今年7月より来年4月

栗山

22日までに行って欲しいといわれました。私も神社境内に植樹しました。
（映像紹介）、RIの強調事項としては、ポリオの撲滅です．
残念ながらまだ

博さん・・私たちのクラブのために、猿渡ガバナー様、松本ガバナー補

佐様、椎名地区副幹事様、青木グループ幹事様お越しいただきましてありが
とうございます。よろしくお願いいたします。また、
日野クラブの皆様よろしく
お願いします。

発症事例があります。日本では発症例はこのところありません。会員増

水野 功さん・・猿渡ガバナーようこそ！本日はよろしくお願い致します。

強、
女性会員、30代の会員に入会を呼掛けたい。ローターアクトとの二重

馬場弘融さん・・猿渡ガバナーようこそおいで頂きました。よろしくご指導下

会員、法人会員、家族会員が認められ、柔軟性のあるクラブとして、例会
のあり方、例会場、奉仕活動を例会にする。WEBで例会出席等、運営方
法について柔軟性を認められました。ロータリーの未来を担う若者の育
成として、
ロータリー青少年交換や平和フェローの育成、
ロータアクトクラ
ブやインターアクとクラブの支援です。地区としては、地区とクラブの連
携を密にする。奉仕の実践と歴史、市民意識を研究する。地区活動の取
り組みに「戦略計画」を立てる。5年後10年後のクラブの姿を想像してく

さい。加えて、家内の誕生祝と結婚記念日祝ありがとうございます。
黒川高徳さん・・猿渡ガバナー・松本啓祐ガバナー補佐・椎名芳子地区副幹
事・青木訓行グループ幹事をお迎えしての例会宜しくお願いします。日野RC
の皆様方準備ありがとうございました。
濱田宣郎さん・・猿渡ガバナー、松本ガバナー補佐、椎名地区副幹事、青木グ
ループ幹事ようこそいらっしゃいました。宜しくご指導ください。
大塚洋晃さん・・猿渡ガバナー、松本ガバナー補佐、椎名地区副幹事、青木グ
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致します。
平

良信さん・・私の後輩が股関節を骨折、骨粗鬆症との事。そういう年に

ださい．
平均年齢は確実に上がります。地区では、R財団委員長、国際奉

なってきたか・・・。私もきをつけねば。

仕委員長、会員委員会については3年間の任期を推奨しています。2020

渡邉良勝さん・・猿渡ガバナー、椎名地区副幹事様本日は宜しくお願い致します。

のオリ・パラ支援、
クラブの情報交流を深めクラブの基盤維持を支援しま
す。公共イメージ向上と広報活動を積極的に推進します。
「ロータリーの

小島 明さん・・日野RCとの合同ガバナー公式訪問を迎え、
よろしくお願い致
します。本日は猿渡ガバナー、松本ガバナー補佐、椎名地区副幹事、青木グ
ループ幹事には誠にご苦労様です。

友」を広報・新入会員勧誘ツールとして活用、区役所、銀行、病院の待合

天野武雄さん・・本日はガバナー公式訪問を迎え、猿渡ガバナー様をお迎えし

所へ購入推奨。RI会長賞の内容につきましては会員増強と基盤強化で目

ガバナー様の卓話を楽しみにしております。稲穂が色づきはじめました。

標が揚げられてます。50名以下のクラブは会員1名の増加、
女性会員、
40
代未満の会員の入会もそれぞれ目標が設定されています。ポールハリス
のロータリー設立時の年齢36才.日本の歴史で変化をもたらした人物の

河野和正さん・・本日は猿渡ガバナー、松本ガバナー補佐、椎名地区副幹事、青
木グループ幹事ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願い致します。
本田 誠さん・・公式訪問お世話になります。
藤野益夫さん・・
「小さい秋見つけました」庭に萩のかれんな花が咲いてます。

年齢は大政奉還時の徳川慶喜31才、
明治維新関係では坂本龍馬31才、

猿渡ガバナー、松本ガバナー補佐、椎名地区副幹事、青木グループ幹事ようこそ

西郷隆盛39才、大久保利通37才、幕末の井伊直弼は45才でした。若い

いらっしゃいました。ご指導よろしくお願いします。卓話楽しみにしております。

会員の必要性がこれを見ても分かると思います。財団の支援も前年より
10％お願いします。最後に組織につきまして、本年クラブサポート委員会
と名称が変更になりましたが、地区戦略委員会の推奨名称に基づき、会
員委員会とさせていただきました。広報委員会はRIの会長方針に沿って
公共イメージの向上のため、委員会名称も変更、奉仕研究員会はガバ
ナー直轄委員会として各クラブの奉仕事例、
他地区の事例など研究しク
ラブ運営に反映できるよう研究します。最後に皆様ご存じかと思います
が、
「ハチドリのひとしずく」という、南米エクアドルに伝わる童話を紹介し
ます。森が燃えていました。生き物たちは我先にと逃げてゆきました。
で
も、
クリキンディという名のハチドリは、
行ったり来たりくちばしで，水のし

星野幸夫さん・・猿渡ガバナーをはじめ、
皆様ようこそいらっしゃいました。
平吹正義さん・・猿渡ガバナー、松本ガバナー補佐、椎名地区副幹事、青木グ
ループ幹事ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願いします。

出席報告 総数
第1360回 26
第1358回

26

ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席
23
3
0
23

0

本日 52,068円

0

100％

累計401,636円

本年度目標額1,200,000円 達成率33.4％

※今週のメークアップ 梅田さん
※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：小髙 俊明
幹 事：栗山 博
副会長：天野 武雄

3

出席率
100％

谷さん

朝倉さん

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

