
【 幹事報告 】 松浦 信平 幹事

・理事会議事録について、杉田年度に遡ってＨＰ上で会員が閲覧で

きるようにすることが理事会で決まりました。

・ライオンズクラブ結成 50 周年記念チャリティーコンサートについて、ＩＭと日

程が重なり、会員は参加できないことに照らし、購入される方は 1 枚（5000 円）

のうち 2000円をクラブとして補助することが理事会で決まりました。3000 円の

個人負担で購入できますので、ご協力お願いします。

・10 月のロータリーレートは 1 ドル 106 円です。

・新入会員推薦者に対し、地区からのスポンサーピンとは別に、ＲＩからもスポン

サーピン、裏敷が贈呈されます。

・森部会員からお菓子をいただきました。お食事の際にお配りします。

・夢風船通信を回覧します。
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『卓話：青少年奉仕委員会５つのプログラム』 北村 淳 青少年奉仕委員長

【 会長挨拶 】 成田 恭隆 会長

今朝家を出ますと、金木犀の香りが何処からともなく香ってきま

した。秋の深まりを感じました。

話は変わりますが、先週金曜日の朝に妻が喘息発作をおこし、気管支拡張薬の吸

入をしても収まらないので、市内病院の救急に連絡しました。認知症の人が救急外

来で入院する場合、家族が２４時間付き添うことが条件ということでした。しかし、

一刻を争う喘息の発作ですので、付き添う条件で緊急外来へ行き、入院することに

なりました。この様なことは例会の話題としては適当ではありませんが、私が講師

を務める看護学校の話では、現在の高齢化社会において複数の疾病、生涯を持った

患者さんも多く、特に認知症と他の疾患を持った患者さんが増える一方であるとの

ことでした。これからの医療機関においては、その対応について考える時期である

と感じたのでした。

指名委員会の委員長に前会長の杉田会員を指名したところ、満場

一致の承認を得、杉田会員からも承諾を得られましたので、決定し

ました。

≪例会プログラム≫

【司会】
土方 淳

例会向上委員長

【開会点鐘】
成田 恭隆 会長

【国歌・ロータリーソング】
ソングリーダー

藤林 良昭 君

『君が代』

『奉仕の理想』

【四つのテスト】

【ゲスト紹介】
大和証券 多摩支店

支店長 小林 雄太 様

【月例祝賀・ニコニコ報告】
森部 美加 委員

【出席報告】
福田 多恵子 委員長

【委員会報告】
クラブ奉仕委員会

クラブ強化委員会

社会奉仕委員会

例会向上委員会

【卓話】
青少年奉仕委員会

北村 淳 委員長【 クラブ奉仕委員会】 横倉 利夫 委員長

１５日（水）例会終了後、１３時４０分より炉辺をこの会場で

行います。皆様出席よろしくお願いします。



【 卓話 】 『青少年奉仕委員会 ５つのプログラム』 北村 淳 委員長

青少年奉仕委員会、「５つのプログラム」について説明します。

１．インターアクト

参加者は 12～18 歳。中・高校正の奉仕活動を主体としたクラブ活動。

奉仕活動を通して人間形成やリーターシップの養成を目的とする。

２．ローターアクト

参加者は 18～30 歳。大学生から 30 歳までの社会人の活動。

奉仕活動による人格形成と指導者となる能力育成が目的。

３．青少年交換

参加者は 15～19 歳。派遣；派遣候補生の研修と 1年間の外国生活によって国際人として成長し、

活躍してもらう。受入；来日生には日本を理解してもらい、日本のファンになって帰国してもらう。

４．ＲＹＬＡ

参加者は 20～29歳。毎年 35 名の有意な青年のセミナーを行い、指導力のある人材の養成を行っている。

毎年 9月、2 泊 3 日の短期間プログラム。

５．インターンシップ

都立高校生の職場体験。働くことの意義や自分の将来について考える機会とする。公共イメージの向上。

1 人のひとが全てのプログラムに参加でき、ロータリーに入会するきっかけとなっています。

ローターアクトやインターアクトで活動している若い人たち、青少年交換学生やＲＹＬＡの参加者は、

明日のロータリアンです。彼らを応援するということは、私たちの組織全体の未來を応援しているという

ことになります。

【 例会向上委員会 】 土方 淳 委員長

・今週の例会まででクールビズ終了です。来週からは正装でお願いします。

・来週の例会は米山奨学生、また会員増強月間として、ゲストの方を数多くお招きします。

ＳＡＡの方は、１２時に集合して下さい。

【 クラブ強化委員会 】 西山 尚之 委員長

以前皆様に協力していただきました入会予定者リストに基づき、勧誘の行動を起こしていきた

いと思います。皆様に引き続きご協力お願いします。

【 社会奉仕委員会 】 藤林 良昭 委員長

森部会員、杉田会員からペットボトルのキャップを、宮野会員から古切手を頂きました。

また、先週がんチャリティｗａｌｋひの 2014に皆様から沢山の寄付を頂きました。

ありがとうございます。



【 ニコニコ報告 】 森部 美加 委員

本日のニコニコ： 36,200 円／累計 350,430 円

ビジターフィー： 0 円／累計 20,000 円

森部 美加 君 2 年半と短い間でしたが、皆さんにあたたかく迎えて頂きありがとうございます。

ここで学んだことを忘れずに藤沢で頑張ります。

小島 馨 君 森部さんさみしくなります。

楽しい女子会は小峰さんにお願いして続けたいと思いますので、参加してくださいね。

成田 恭隆 君 金木犀の香りがどこからともなく漂って秋の深まりを感じる頃となりました。

熱燗が恋しくなりました。

野村 圭伊 君 本日新しい事務所ノムラリハビリステーションを Open しました。

場所は日野・いなげやの隣です。

西山 尚之 君 菱田春草展へ行ってきました。10 月 15 日以降に“黒き猫”が展示されるので、

もう一度行ってきます。

藤林 良昭 君 クラブより、家内の誕生日プレゼントをお送り頂きましてありがとうございます。

熊井 治孝 君 何かいいことがありますように。

松浦 信平 君 森部さんの転勤・退会、涙・涙です。小林さん、ようこそ！

宮野 孝雄 君 森部さんお疲れ様でした。いろいろありがとうございました。小林さん宜しくお願いします。

山口 徹雄 君 森部さん、まことに残念です。新しい職場でもご活躍下さい。ありとうございました。

疋田 久武 君 森部さん、今まで例会を明るくしてくださってありがとうございました。新天地でのご活躍

をお祈り致します。北村さんの卓話を楽しみにしています。

小峯 敏夫 君 森部さん短い間でしたが、ありがとうございました。これからもガンバッテ下さい。

横倉 利夫 君 森部女史さみしい。新転勤先の活躍をお祈りしています。後任の小林さん宜しくお願いします。

福田 多恵子 君 今日で森部さんとお別れだと思うととてもさみしいです。今までありがとうございました。

立教女学院のかわいい後輩！新しいところでも森部さんらしく頑張って下さいね！

松田 忠泰 君 森部さん、多くの想い出ありがとう。遠くに行っても日野ロータリーを忘れないで！

※『一服も奉仕でごザル』からもニコニコをいただいております。

【 出席報告 】 福田 多恵子 委員長

正会員総数 35 名(内、免除会員数 4 名)

出席会員総数 24 名（内、出席免除会員数 2 名）、事前ＭＵ3 名、合計 26 名。

よって、出席率は 78.79％です。来週こそ 80％以上の出席率を目指したいと思います。

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3

℡：042-594-3711 fax：042-593-0510
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