２０１２～２０１３年度

会長・菊池昭雄

幹事・奥 修兵

２０１３(平成２５) 年４月１８日(木) ・ 第２９回例会

第２巻第１０号(通算30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

継ぎたいと思います。後藤次期会長からも「きっかけを
作っていただきこの流れを引き継いでいきたい」とご発
言をいただきありがたいと思っております。

理事会報告
日
場

時
所

平成25年４月11日(木) 14時～16時
日野市民会館・３階第１会議室

にこにこワンコイン

＜第２９回例会＞
開
日
会

会

【出席報告】

藤野益男様(東京日野ＲＣ会長)
本日はお招きを頂きありがとうございます。
後藤(一)
歓迎。日野ＲＣ小倉裕美会長、飛火野ＲＣ
会員 藤野益男会長。ようこそ。
小西会員
日野ＲＣ小倉裕美会長、飛火野ＲＣ藤野
益男会長。本日はお忙しい中、お越しい
ただきありがとうございます。今後共よろし
くお願い致します。
渋谷会員
孫二人、大学高校いずれも希望校に合格
し入学を果たす。
老いた爺様喜びの「にこにこコイン」
矢野会員
アベノミクスのおかげで塩漬けしていた株
が値上がりして少しニコニコ。
安孫子会員 孫娘がピカピカの一年生になりました。
健康であればと願っています。
後藤(紀)
次男が4月2日に府中駅前に歯科クリニッ
会員 クを開設致しました。府中にはあまり知り合
いがいませんので、皆様の友人、知人等
いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
鷲尾会員
三男のところの孫は3人兄弟。４月１４日朝
から茅ヶ崎へ行き、上の子のバスケット、
下２人のそれぞれサッカーの試合の応援
に行く。学校代表として活躍の様子を見
て、ジジイも頑張らねばと英気を貰った。
森久保会員 この年令で本年３月１日より５日まで４泊５
日の台湾旅行をしました。但し、東京都遺
族連合会主催の戦跡慰霊巡礼拝団として
各地の慰霊祭に参加。
小林会員
４月１１日に地元高幡の有志によるゴルフ
コンペで優勝しました。
山本会員
１８才の孫の入学を祝って、１４日間のスペ
イン、ポルトガルを旅して参りました。
イスラム教徒キリスト教の交差した世界遺
産を楽しんだ。
市川会員
心房粗動手術を無事終わり退院しました。

例会委員会 中村代志子委員長

時 ：平成２５年４月１８日(木)
場 ：高幡不動尊 客殿2階
会員総数
本日の出席者
出席率

12:30～13:30

35名
30名
86％

【資料確認】

会長挨拶

中村代志子例会委員長

菊池 昭雄会長

4月という月は「卯月と云われています。「卯月」は卯の
花が盛りになると云う事から云われるようになったようで
すが、別に植月（うつき）と云う意味もあるようで、稲の種
を植える月と云う意味とも云われています。いずれにして
も緑の美しい季節を迎えましたので、我がクラブも大い
に楽しく例会を進めて行きたいと思います。
今日は、来季会長候補の後藤一郎会員よりメンバー
スピーチがありますが、演題は「ロータリーについて」でロ
ータリーの誕生と奉仕の理想のスピーチを予定していま
す。関連して、ビッグなゲストとしてクラブの生みの親で
ある東京日野ＲＣ会長小倉裕美様と東京飛火野ＲＣ会
長藤野益男様にもお話を頂き、クラブも創立から今日ま
でご指導を賜っておりますが、深く感謝を申し上げ、心
から本日の例会にご出席賜りました事を歓迎致すもので
ございます。
それぞれのクラブの活動と魅力について後藤会員の
スピーチの後にお二人の会長からお話しを賜る事にな
っています。
当クラブの皆さんもどうかこの機会にお二人のロータリ
アンをお迎え致しましたので、どうか交流を深めていただ
ければ幸いと思います。
4月11日(木)の理事会で、かねがね検討して参りまし
たクラブ独自の事業立ち上げについて皆様からもご意
見を頂き、協議して参りましたが、現在次期体制を作っ
ているところであり、次年度事業計画など着手する時期
になっています。今年度の役員としてこれ以上進める事
は適切ではないと考え、独自奉仕活動は次年度に引き

本日の合計
累
計
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12名
21名

10,500円
15,000円

○会員委員会
土方 尚功委員長
「会員手帳」を新しく制作のため、現在訂正箇所がな
いか調査中です。又、会則も改定されておりますので準
備中です。
小島馨会員より何部かのリーフレット、入会申込書要
請があり、お渡し致しました。新会員が何人か増えるの
かと想像しているところです。
○研修委員会
瀬川 爾朗委員長
ＪＡＸＡ(独立行政法人・宇宙航空研究開発機構)は3
つの組織が統合されＪＡＸＡになりました。その中の一つ
相模原キャンパスを見学致します。この相模原は元東京
大学研究所で多くの衛星を打ち上げ、皆様ご存じの「イ
トカワ」を観測して帰ってきた「はやぶさ」もあります。
日 時
5月17日(金)
集 合
9時30分 ＪＲ横浜線 淵野辺駅南口
見 学
10時～12時
○地域奉仕委員会
佐藤 郁夫副委員長
1．5月12日(日)第16回「日野新選組まつり」パレード会場
での代官役と役人役の2名を東京日野プロバスクラブ
より選出のため委員長より報告がありました。
代官役
山本英次会員
役 人
新田 進会員
2．7月28日(日)第13回「よさこい祭り」実施に伴い実行委
員2名の推薦依頼が届いております。
交通整理等のため渡辺委員長と私が参加致します。
3．4月21日(日)「多摩川・浅川クリーン作戦」が行われま
す。現在13名の参加予定があります。クリーン作戦終
了後「懇親会」を行います。
4．古切手とキャップ収集は社会福祉協議会ボランティア
センターに届けています。会報、ボランティア瓦版に
協力者名前が記載されています。ペットボトルキャップ
2㎏で一人分ポリオワクチン、古切手は現金化して社
会福祉協議会に収納しております。

次期役員候補紹介
先月の理事会、例会において次期会長候補として後
藤一郎会員を決定致しました。
後藤会長候補を中心として役員の選出が行われ、4月
11日(木)の理事会において役員名簿の提出をいただき
ました。
会 長
後藤一郎会員
副会長
瀬川爾朗会員
幹 事
矢野凱弓会員
副幹事
後藤紀之会員
例会委員長
山本英次会員
情報委員長
小西弘純会員
会員委員長
小島 馨会員
研修委員長
林 良健会員
地域奉仕委員長
渡辺 明会員
副委員長、会計監査、委員については検討中です。
尚、これらの人事案件については会則に基づき、6月
定期総会に諮り、決議します。

幹事報告

奥

修兵幹事

1．「新選組まつり」に拠出金するに当たり、昨年同様会
員寄付をお願いしたいと思います。本日例会終了後
一人1,000円以上のご寄付にご協力をお願い致します。
2．全国プロバスクラブは関西を中心に協議会を進め、
会長等役員の選出をして参りましたが、横浜より会長
が選出された事により関東ブロック会長・幹事を囲む
会が4月28日(日)に開催され菊池会長と私が出席致し
ました。
3．日野市社会福祉協議会より役員推薦のお願いが届
いております。
4．5月9日(木)東京八王子ＰＣ「生涯学習サロン」の閉校
式が行われます。澤田副会長に出席をお願い致しま
した。
5．4月26日(金)に三多摩交流会がしばらく途切れており
ましたが開催されます。私が出席して参ります。
6．前回例会で小島馨会員より「諸行事で安全のための
保険・補償に関するご質問」をいただきました。
同好会に関する行い方はご理解いただいていると思
いますが、委員会の行事についても「同好会」と全く同
じ考え方で進めていきたいと思います。
7．次期役員候補が紹介されましたが、各委員会に所属
するアンケート用紙を配付させていただきました。
ご協力の程宜しくお願い致します。

同好会報告
○ゴルフ同好会
多摩ＰＣ合同ゴルフコンペ開催
日 時 5月23日(木)
コ ー ス 相武C.C
○旅行同好会
「観桜バス旅行」
日 時
4月19日(金)
コース
髙遠城址の「天下一の櫻」と
光前寺「しだれ桜」鑑賞

委員会報告
○例会委員会
中村代志子委員長
「にこにこワンコイン」要項資料を配付させていただき
ました。次回からも皆様のご協力をお願い致します。
○情報委員会
小西 弘純委員長
「プロバスだより」「ロータリーの友抜粋」の配付。
「プロバスだより」は今回より「にこにこワンコイン」の記
載と今月号にはありませんが「同好会」の活動状況報告
を記載する事になりました。従って1枚両面では編集が
出来なくなりましたので、記事の量により㌻の増減を図る
事にしました。

○カメラ同好会
「旅行同好会」の桜鑑賞と桜撮影会を同時開催
東京都「1000人の写真展２０１３」に出展致します。出
展ボード等1,000円はクラブ補助金より拠出します。展示
会場は新宿パークタワーで6月8日～12日迄開催です。
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年に作られていました。
この時に参加しているロータリーがあるクラブが87クラ
ブ、4,967クラブ、209,000人の会員数になっていました。
1942年～1945年 ロータリアンがロンドンに集まり、い
ろいろな会議が行われました。戦争終結後の平和計画
がここで練られていました。これらのビジョンが非常に説
得力があり、21ヵ国の代表が集まったときに前向きな議
論となり、大成功となりましたが、これが現在ユネスコとし
て残されています。
ロータリーはその後、国連関係のいろいろな会議が開
かれ、国同士の協定を一本化する会議が多く見られ、こ
のようなときにロータリーはオブザーバー機関の一つとし
て日程調整、通訳、決議文文言の助言等で国際貢献を
果たしています。この時のオブザーバはロータリーが23
名はアブザーバーの中では一番多かったと云う記録が
残っています。
以上のように、ごく一部の活動について申し上げまし
たが、国際を舞台にして大活躍していたロータリーです。
1985年 世界大会において「ポリオ撲滅」に向けての
運動が始まりました。①世界の新生児に5年間、経口ポリ
オ・ワクチンを提供するために1億2,000万米ドルを捻出
し、②ワクチン投与のためにロータリー・ボランティアを動
員の2つを決議しました。1988年に2億1,935万ドルを徴
収して募金キャンペーンは一応終わりましたが、ロータリ
ーは動員力がすごいです。各国の政府機関と違うところ
は動員力です。また、紛争地域に入っていく説得力を持
っていました。
私は非常に感激しました。ロータリーに入っていて良
かったと思ったのは、ちっちゃな子供たちが“おじさんあ
りがとう”と云ってズボンを引っ張って、お礼を言っている
映画とか、写真を見るたびにロータリーに入っていて良
かったと感激しました。
国際ロータリー(ＲＩ)というのがありますが、これにはクラ
ブが入るわけで、ロータリアン個人が入るわけではありま
せん。クラブはＲＩで決められている「標準クラブ定款」を
採択しなければなりません。「標準クラブ細則」はクラブに
あったようにしてもよいですが、基本的なスタイルに収め
ていく事になっています。
日本のロータリーは1920年「東京ロータリークラブ」会
長・米山梅吉、幹事・福島喜三次により24名の海尉なで
設立されました。
1923年関東大震災の時には、ＲＩ会長より見舞いの電
報と25,000ドルがシカゴをはじめ17ヵ国、503クラブからは
義援金・物資89,000ドルが送られ、188校の小学校を再
建し、孤児院の建設にも使われました。
日本の活躍として、ＲＩ会長に1968-69東ヶ崎潔、1982
-83向笠廣次、1912-13田中作次。
国際大会開催1961 東京、1978 東京、2004 大阪。
国際理解と平和賞 1981 最初の受賞者として岩村
昇博士(医療ボランティア)、1996 緒方貞子（国連難民
高等弁務官・ロータリー財団留学生)
日本独自の奉仕活動として、「米山奨学金」外国から
来た留学生に奨学金を贈呈。
その他のデーターとしては、世界のロータリーは200ヵ
国以上、クラブ数34,430、会員数1,215,000人。日本は、
クラブ数2,285、会員数88,203人となっています。

メンバースピーチ
○ロータリーについて
後藤 一郎会員
今日はロータリーについてお話
の目的は事業の後継者、友人知人
の中でロータリーに入会を薦めた
いと感じられる方は当然いらっしゃ
ると思います。ぜひ薦めていただき
たいと思います。特に日野ＲＣ、飛
火野ＲＣの会長にお越し頂きました
ので、地元での貢献とロータリークラブがどのような活躍
をしているのかもお話ししたいと思います。
ロータリーの誕生は1905年にアメリカ・シカゴに誕生し
ました。1905年というと日本ではバルチック艦隊と日本海
で戦っている時です。当時のシカゴは商業道徳が非常
に乱れ、詐欺紛いの商取引が横行していました。この中
で青年弁護士ポール・ハリスと3人の仲間が集まって「信
用出来る商取引が出来る仲間を増やしていこう」と自分
たちの事業所を持ち回りで会合を開きました。そのように
回るところからロータリーと名付けられたと云われていま
す。最初の目的は自分たちのビジネスの推進、会員との
親睦です。ビジネスの話は同業者が居ては話しづらい事
もあり、「一業種一人」と決められ、職業分類として位置づ
けられ複数人は会員になれない事になっていましたが、
最近は5名までの入会は認められる事になりました。
仲間を増やしているときに、会の目的について聞か
れ、「ビジネスの推進、会員との親睦」と話したところ「利
己的な団体は長続きしない。事業をしている地元に還元
しないといけない、公共奉仕を掲げるべきだ」とドナルド・
カーター氏が発言しました。
1907年に初めての社会奉仕活動として「公衆便所」の
設置をしました。ロータリーも社会奉仕に目を向けていく
といろいろな考えが出てきて「最も多く奉仕するもの 最も
多く報われる」とアーサーＦ・シェルドンが提案しました。
1911年に全米ロータリー連合会で「超我の奉仕」“自
分の事よりも、まず相手の事を考える”が承認されまし
た。この頃のクラブ数は国内16クラブ、1085人でした。
1913年に各クラブがいろいろな社会奉仕活動をする
中で、身体障害者療養施設を作ったクラブがありました。
多くの人たちからも大変に喜ばれその後、各クラブが同
調し「国際身体障害者協会」が出来ましたが、一部では、
職業を通して、個人として奉仕している“Ｉ serve”で、クラブ
又は連合会などで社会奉仕を強制される事は自立性が
失われ、“We serve”反対と云う意見が出て、およそ10年
間争い、ロータリー哲学により次第に意見が咀嚼され、1923
年に23-34決議として「自分が出来る事を必要とする人た
ちに行う慈愛の心」奉仕の理想として、思いやり、助け合
いの心がロータリーの哲学、精神である。社会奉仕は個
人のみならず、団体としても望ましいと決議してこの問題
が決着しました。
1931年 ロンドンで視覚障害者に白い杖を持たせた
ことが世界に広まり、日本でも目の悪い方が白い杖を持
っているようになりました。
1940年に戦災者救援基金設立を決定し、この時に集
まった50,000ドルは赤十字の寄付され、ハバナ大会にお
いて「人間の尊重決議」正義・自由・人間の尊重が1949
年、国連人権宣言でルーズベルト夫人が寄贈した「国連
連人権宣言の中に入れられました。その枠組みを1940

※以下お話しは続きますが、詳細は配付資料でご確認下さい。

- 3 -

○東京日野ロータリークラブ
会長 小倉 裕美様
私は10年前にも一度会長をして、
日野ＲＣでははじめてですが2回目の
会長をしています。昭和58(1983)年3
月の入会で32才に入りましたのでロ
ータリー歴は30年になります。
こちらにおじゃまして多くの元会員
の方にお会いする事が出来ました。
今日は日野ＲＣについてお話しさせて頂きます。
日野ＲＣは昭和41(1966)年4月1日に東京八王子ＲＣ
が親となって設立されました。現在47周年になりますの
で、日野ＰＣが5周年の時は日野ＲＣは50周年になりま
す。現在実行委員会も作られています。現在の会員数
は32名、平均年令は59.75才(2013年3月町現在)、例会
は同じこの場所で毎週水曜日12時半から13時半まで1時
間行っています。
東京日野ＲＣとして特色を持った地域奉仕に大きく上
げられる事業は、市内に中学8校から1校当たり2名ない
し3名総勢20名を毎年福島県のブリティッシュヒルズとい
う英国風の建物で、ここの従業員200人くらいは全て英語
しか話さない中で全国から学生を集めて国内留学、3日
間英国の留学体験をします。中学生にとっては異文化の
世界での生活をする事業を毎年行っています。この事業
は日野市から補助金がありますが、2年前から額が減っ
てしまいました。ロータリーの地区からの補助金も合わせ
て続ける事が出来ています。10年続けていますので200
名の市内の中学生が経験している事になります。経験し
た中学生は高校になって半分以上が海外に留学してい
る結果になっています。又、ロータリーの青少年交換事
業もあります。1年間お互いの国と学生を交換して留学し
て、費用は全てロータリー負担です。大学生になるとロー
タリー財団として2年間、留学生には220万くらいかかりま
す。日野ＲＣも今年度は1名の女性留学生を推薦して、0
才から2才までに死ぬ確率が大きく、海外では研究が進
んでいますが、その死亡原因を学びにアメリカの医療系
大学に行く事になっています。
18才～30才までのローターアクトクラブは学生も一部
含みますが社会人が奉仕活動をするクラブを提唱して持
っています。ローターアクトクラブのメンバーはほとんどが
海外留学経験者ですから、英語での会話はスムーズに
行われています。先ほどの国内留学に生熊絵のオリエン
テーションなどではローターアクトクラブが説明など行い
ます。間近にある浅川クリーン作戦は、日野ＲＣが20年前
に提唱して行われ、現在は非常に大きな輪の広がりとな
って行われています。3年間で事業は日野市に移管して
現在に至っています。
新選組まつりでは、「大使コンテスト」を五重塔の下で
13名の大使を選びますが、このコンテストを毎年行って
います。
日野少年野球にロータリー杯として優勝カップ、優勝・
準優勝チーム全員にメダルを寄付しています。
特色としてはクラブがロータリー会館としてビルを持
ち、賃貸料はブリティッシュヒルズ事業資金になっていま
す。又、親睦としては旅行、納涼、家族忘年会なども行
い、姉妹クラブとして韓国のマッポウＲＣと続けていました
が、現在は友好クラブとしてお付き合いさせて頂いてい
ます。また、函館の五稜郭ＲＣとは土方才蔵の件もあり姉
妹クラブとなっています。

○東京飛火野ロータリークラブ
会長 藤野 益男様
我がクラブの創立は平成元(1989)年
4月18日、5月12日に国際ロータリー
加盟承認されました。
大先輩の後藤さんからお話しがあ
りました通り、シカゴの経済情勢も不
安定な中で創立されたと云う事もあり
ますが、創立者3名のメンバーは敬虔なクリスチャンだっ
たと思います。毎週１回例会が行われるのは、おそらく毎
週礼拝に教会に赴くことから週１回という慣行が生まれた
思われています。東京飛火野ＲＣは毎週火曜日にこの会
場で例会を行っています。現在会員数は29名、平均年
令65.55才、チャーターメンバは9名です。
日本は3つのゾーンに区切られています。我がクラブ
が属しているのは第2ゾーンです。
クラブの特色は、我がクラブは日野ＲＣが親クラブで、
子クラブとして誕生しましたが、親クラブのように目だつ
活動は出来ておりません。しかし「地域社会で存在感を
示せるクラブ」をめざし、そのことを念頭において活動し
ています。主な奉仕活動は社会福祉施設「夢ふうせん」
を毎年１回訪問して職員、ボランティアなどとバーベキュ
ーをして交流会をしています。又、10年ほど前から日野
市民より「日野市は春先に目だったイベントがない」と云う
声を集約して、日野の春を楽しむ会として「日野スプリン
グフェスタ」を開催しておりますが、かなり地域に浸透して
きて今年の参加人数も多くなり、我がクラブは「チャリティ
コーヒー」を1000杯のコーヒーを振るい約66,000円の募
金が集まり被災地に送りました。
ロータリークラブは職業を通じた奉仕活動、職業奉仕
を目的に持っています。その目的を達成させるために
も、どうしても新しい仲間が必要です。皆様方のお知り合
い、ご子息等々に東京飛火野ＲＣに、活動上状況などを
お話し頂き入会をお勧め頂きたいと思っています。
特にロータリークラブでは自分自身の職業では得られ
ない他の職業の方との素晴らしい出会いも待っていま
す。更に世界のロータリーを通して世界中の120万人以
上のロータリアンとの交流も機会があります。ロータリーク
ラブに入会していると云う事だけで、昔ほどのステイタス
シンボルはありませんが、今でもロータリアンと云う事にな
りますと、世間の信用は厚いと思います。宜しくご協力を
お願い致します。本日はありがとうございました。

プロバスクラブ賛歌斉唱
閉

会

澤田研二副会長

今日は大変ビックなお客様、日野ＲＣ会長・小倉裕美
様、飛火野ＲＣ会長・藤野益男様をお迎えしてお話を頂
きました。メンバースピーチの後藤会員も含めてロータリ
ーについて普段あまり聞く事が出来ないお話を頂きました。
25年度の役員体制について菊池会長より発表があり
ました。25年度が更なる活発な活動になっていくために
は年度替わりまでしっかり今の体制の中で皆様の協力を
いただきながらバトンタッチ出来る体制を整えていく事が
大事と思いますので、最後までご協力頂ければと思います。
＜今月の会報担当

小西弘純委員＞
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