２０１２～２０１３年度

会長・菊池昭雄

２０１２(平成２４) 年９月２０日(木) ・ 第２２回例会

幹事・奥 修平

第２巻第０３号(通算23号)

＜ 菊池昭雄会長テーマ ＞
自立の精神で、独自の奉仕活動を創造し取り組む
クラブ運営には、相互の理解を深め、協調を旨とする
例会は全会員が集う親睦の広場、参加の喜びを持ち、気楽に楽しく
他クラブとの交流で視野を広め、深化し続けるクラブを目指す

理事会報告
日
場

時
所

平成24年９月１３日(木) 14時～16時
日野市民会館・３階第１会議室

＜第２２回例会＞
開

会

例会委員会

中村代志子委員長

日 時 ：平成２４年９月２０日(木) 12:30～14:30
会 場 ：高幡不動尊 客殿２階
【出席報告】
会員総数36名 本日の出席者32名 出席率94％

会長挨拶

菊池 昭雄会長

昨日はお彼岸の入りでした。
大分秋らしくなってきました。暑
さ寒 さも 彼 岸 まで と 言 葉 があ りま
す。この言葉は、「辛いこともいず
れ時期が来れば去って行く」という
意味の諺のようです。
早いもので、当クラブも今月の
16日で丁度丸２年になります。今
年度のプロバスだよりの巻頭に掲
げている「会長テーマ」今年度は会員の皆さんと共有
しながら3年目に向かってさらなる前進をしたいと思っ
ています。
今年度から情報委員会でロータリークラブの機関
誌「ロータリーの友」を購入しています。７月号を読み
ました。ロータリークラブの提唱で我々クラブは誕生し
ました。目指すものはだいたい共通していると思いま
す。ロータリーの原点も改めて知りました。
ロータリークラブは今年度日本から30年ぶりに3人
目の国際ロータリーの会長が誕生しました。埼玉・八
潮ＲCの田中作治さんという方です。
今日は「ロータリーの友」に掲載されている田中作
治ＲＩ会長(ＲＩ＝国際ロータリーの略語)のコメントを皆
さんに紹介したいと思います。
「ロータリーの中核にあるのは、奉仕の力に対する
信念です。奉仕を優先するごとで、自分よリも他者の
ニーズが優先され、人々が抱える困難に対し、深い
同情の心が生まれます｡自分の時間やリソース(リソー
ス＝供給源・資源・財源)を惜しみなく与え､新しい考
え方に対してもさらに心を開くことができます｡他人を
変えようとするのではなく、すベての人やものから学
ぶことがあると認識することです。

奉仕を通じで、私たちは、互いの違いに対して寛容
になリ、周囲の人に対して感謝の気持ちを抱くように
なるでしょう。このようなことから生まれる他者への尊重
の気持ちが、平和な暮らしをもたらすのだと思います。」
このように述べておられます。含蓄のある言葉だと
思いました。

幹事報告

奥

修兵幹事

①多摩地区3プロバスクラブ交流会は、ゴルフ同好会
の合同実施では疋田会員に代表として参加いただ
く事に決まりました。又、関東中央地区交流会は今
年度は東京多摩プロバスクラブがホストとして2013
年2月～4月に企画されているようです。この期間に
当クラブでの催し物について予定がありましたら9月
中にお申し出下さい。
②日野市・「まちおこし連絡協議会」より参画の要請が
ありましたが、理事会で承認をいただき手続も終わ
りました。
(よさこいまつり・新選組まつり・高幡もみじ灯路)
③第68回国民体育大会の「スポーツ祭・東京2013」の
参画を要請されておりましたが、手続を取りました。
今回、「委嘱状」を頂きました。
④当クラブ事務所にある電話回線について、使用頻
度の低く、経費だけが掛かる状態になっています。
回線解約について理事会で協議の結果承認をい
ただきました。連絡方法は菊池会長、澤田副会長
奥幹事、矢野副幹事の住所、電話・FAXを一覧に
して挨拶状を添付して関係各位に送付しました。
⑤「カメラ愛好会」について理事会承認されています。

副会長報告

澤田研二副会長

①11月13日(火)に第5回全日本プロバス協議会総会
が神戸で開催されます。参加費は8,500円掛かりま
すが、クラブから補助金として10,000円を拠出しま
す。本日、最終確認を致しますので登録希望の方
はよろしくお願い致します。現在までの登録は4名
です。
②来年は日野市50周年、三多摩国体が開催されます。
盛り上げるためにも
私が着ているポロシ
ャツを商工会が中心
になって1,800円で販
売しております。
他に、ワイシャツもあ
ります。よろしくお願
い致します。

委員会報告
○例会委員会
中村代志子委員長
※9月7日に委員会を開催しました。
①例会の流れについて
お忙しい方が多い中、前回は時
間をオーバーしてしまいました。
時間を見ながら進行していきた
いと思います。ご協力をお願いし
ます。
②「ハッピーコイン」
協議しておりますが、具体的にな
りましたら皆様に報告させて頂きます。
③演台に当プロバスクラブのマークを付けさせて頂
きました。このマークは林会員にご協力いただき、
素晴らしいものが出来上がりました。
○情報委員会
小西 弘純委員長
※前回8月例会の会報、菊池会長よりご指摘の訂正と
報告。他市在住会員へ「日野市広報紙む配付」、
「ロータリーの友」9月号の案内
○会員委員会
土方 尚功委員長
※今月の報告事項はありませんでした。
○研修委員会
瀬川 爾朗委員長
※「三鷹天文台」見学会
日 時
2012年9月28日(金)
集 合
三鷹天文台正門13時
16時解散予定
見学趣旨 毎日見ているがあま
り理解できていない基本的なこ
とを見学することです。
詳細資料配付済み
○地域奉仕委員会
渡辺 明 委員長
※「正秋バンド」コンサート公演
日 時 2012年9月29日(土) 15:00～17:00
会 場 ひの煉瓦ホール
司 会 高田 敏江
主 催 社会福祉法人
東京光の家
共 催 光の家
愛のサウンド後援会
○その他の報告
※市民のための健康講座について 菊池 昭雄会長
日 時
2012年10月20日(土) 10時～16時
会 場
市民の森ふれあいホール２階
東京日野プロバスクラブも後援しておりますので皆
様のご参加をお願いします。
※ゴルフ同好会
疋田 久武会員
①「東京日野プロバスクラブゴルフ同好会」の名称で
会則(案)が出来ました。総会で成立させたいと思い
ます。
②東京日野ＲＣより11月1日(木)のコルフコンペにお
誘いを頂いております。尚、現在同好会メンバー19
名の方に資料を配付します。
※カメラ愛好会
山本 英次会員
「日野プロバスクラブ カメラ愛好会」立ちあげを理事
会で承認頂きました。
愛好会の目標は、①年1回「東京都1000人展」出展
②年1回クラブツーリズム主催「フォト○
旅 ライフ」参加
の二つの行事をメインにして活動していきたいと思
います。カメラの種類は問いませんので皆さんの参
加をよろしくお願いします。

メンバースピーチ
○テーマ
『我がボランティア人生を語る(過去・現在・未来』
澤田 研二会員
私は、社会人になって50年を迎えます。
大変忙しい毎日を送っておりますが、今回
このような機会をいただきましたので、今ま
でのことをまとめてみようと思い立った次
第です。お配りしました手書きの資料に載
せましたように、過去には、東芝に約42年
間勤務いたしましたが、実際の勤務は15年
ほどで、あとは労働組合の専従役員でした。その後市議会議員
を4期16年間務めさせていただきました。現在は、保護司の傍ら
自治会長や還暦野球チームの会長、その他多くの役を仰せつ
かっております。
昨年は、東日本大震災のあと、10月に日野市観光協会主
催の研修旅行に出かけて現地の悲惨な状況を目の当たりにし
て、こちらの高幡不動尊の川澄管長も観光協会の理事長とし
てご同行頂き、石巻市でお経をあげて弔っていただきました。
その復興支援として、東芝日野工場内にありました什器・備
品の寄進を思い立ち、会社の了解を得て、事務机と椅子を300
セット、10ｔトラックにして16台分を国土交通省の協力を得て無
料で岩手大学へ送り届けました。次に、1500点の品物を石巻市
に送りました。延べ10ｔ車にして30台、総重量で500ｔにもなりま
した。その際にも当プロバスクラブにもご協力いただき、埃をか
ぶっていた備品類の清掃をお手伝いいただきました。
私は約30年間周囲の皆様方に支援を頂いてのものでした
ので、引退後70歳位までは皆様のお役に立てるよう頑張ろう
と思っております。
私の行動基準として「その時ベスト」ということを大切にして
おります。遊びでも、仕事でもボランティアにおいても、その時
々に与えられたものにベストを尽くすという意味です。「出来る
時に、出来ることを出来る範囲で、できる限り行動で示したい」
ということを大事にしたいと思っております。
防犯協会や交通安全協会等にも参画して続けております
が、保護司に関連した仕事も年間200日ほど広報部長として務
めております。
資料に記載している「日野市国民保護協議会」という耳慣
れない項目がありますが、平成18年に法が施行されて全国の
自治体に設置されているもので、30名で構成され、会長はその
自治体の首長でメンバーの28名は警察署長や消防署長・電気
・水道・ガスの担当役人等で民間人は私を含め2名です。
具体的な活動としては、例えば某国がミサイル等を我が国に
向けて発射するなど緊急の事態が発生し、国民的な危機が迫
った場合に備えています。
このプロバスクラブは、趣味の範疇ですが、近隣クラブとの
情報交換会などに年間延べ80日（回）ほど出て、忙しくしてお
ります。来年は余裕を持ってクラブライフを楽しみたいと願って
おります。
＜卓話・記 大島委員＞

プロバスクラブ賛歌
閉

会

澤田研二副会長

今日は私の話をお聞き頂きありがとうございました。今日は
当会場の半分を別のグループが使用するはずでしたが、ご配
慮いただき利用出来ました。今後共そのような事があるかもし
れませんが、その節はご理解の程お願い致します。
今までは日野ＲＣ、飛火野ＲＣには「プロバスだより」を送って
おりませんでしたが、今年度より送る事になりました。また、全日
本プロバスの吉川幹事長より激励の言葉を頂いております。
＜今月の会報担当

安孫子委員＞
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