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通常例会

ＲＩ会長
バリー・ラシン
会 長 テーマ インスピレーシ ョンになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう ！

日時：2018年11月 6日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

《会長スピーチ》

橋本 幸一

ハラスメントという言葉を
よく耳にする様になりまし
た。ハラスメントとはいじめ、
いやがらせの意味ですが、セ
クハラ、パワハラ、モラハラ、
マタハラなどと種々の場合で
使われています。
これらは職場・家庭など特別な人間関係や環境の中で行
われ、相手がその関係・環境より抜け出せないことをよ
いことに理不尽な要求をしたりして相手の人格を否定す
る卑劣な行為です。
学校でのいじめは最悪の場合自死という結果を生みま
す。子どものいじめはその幼さゆえ時として残酷で容赦
のないものになります。いじめる側は悪ふざけとしてい
じめとの自覚に乏しく、いじめられた側はいじめと認め
たくない、親を心配させたくないのでいじめを話せない
という特徴があります。学校では体の大きさ、成績、運
動能力などで序列が出来て少数派となった弱者がターゲ
ットになることが見られます。
忘れられない事件があります。３０年以上も前の１９
８６年中野の中学校で起きた“葬式ごっこ”です。普段
からいじめられていた少年がある日登校すると、自分の
机に花瓶とクラスメートからの惜別の言葉が書かれた色
紙が置いてありました。何んと色紙には担任教師も記入
していました。少年は“俺死んじゃったんだ”とおどけ
て見せたものの、自分が友達と思っていた者も記入して
いることにショックを受け、以降学校を休むようになり、
そして公園のトイレで首を吊り自ら命を絶ちました。
“こ
のままじゃ生き地獄だ”という遺書を残し。
学校でのいじめはいじめる側、いじめられる側の他にこ
れをはやす者、見ている者が存在します。いじめる側はは
やす者の声によりいじめをエスカレートさせます。しかし
問題なのは見ている者、傍観者です。いじめを止めること
が出来ないなら少なくとも、いじめられる側にあなたは悪
くない、あなたの味方がいると伝えることが出来ます。
大人の世界でも多くの不正・不公平が存在します。傍観
することは消極的に肯定していることに他なりません。ロ
ータリーの４つのテストに“みんな公平か”
“みんなのた
めになるか”とあります。単なる傍観者であってはなら
ないことを意味します。貧困家庭に生まれた子どもに何
の責任はありません。これを傍観してはいられないと考
え“貧困の連鎖への取組”を今年のテーマとしました。

◎ 会員スピーチ
「八王子市長房町地区まちづくりプロジェクト」について
佐藤 武文 会員

今春、東京都では大規模都営住宅である長房団地の
立替えにより創出した用地を活用し、誰もが暮らしや
すい生活の中心地の形成を図る計画事業のコンペが行
われました。
４つの民間企業等グル
ープの応募がありました
が、設計者の一員として
本プロジェクトに参画し、
長期間提案計画に携わっ
た我が代表企業グループ
「きらり☆長房ローカル・
ネットワーク」が選任されました。
私は以前にも何度かこのようなコンペに参加しまし
たが、力及ばず連戦連敗でありました。今回はいつも
お世話になっている地元の八王子ということもあり、
奮励努力した結果ようやく連敗を脱することができま
したが、感慨に浸る間もなく実施設計に取組みました。
東京都の事業計画の目的は、本地に商業・医療・福
祉等の長房団地やその周辺を含めた地域の方々の生活
やコミュニティを支える、誰もが暮らしやすい生活の
中心地の形成を図ることで、提案の趣旨は、東京都の
土地３万平方メートルに３０年間の定期借地権を設定
し、民間事業として活用することです。
コンペにおいて他代表企業者は賃貸料を上げ事業の
生産性を重視し、賃貸料の増額を優先するだろうと当
初より予測していました。
そこで、我がグループは『地域』の力による新たな
長房のまちづくりや暮らしの実現、計画地周辺の長房
団地や近隣商店街をも念頭に置き、長房地域に関係す
る諸団体との連携により、現在の地域の課題を解決で
きないかと考えました。
計画地域周辺の医療・福祉・商店等、現在地域で活動
されている方々に我々の計画の趣旨を良くご理解いた
だいた上で出店証明書・関心証明書等、十数ヵ所の書面
を提示し地域関係団体との協議が十分に行われている
こと、また、現在の長房地域の課題を十分に把握した上
で将来に向けた積極的な事業運営への関与が見られる
ことが評価され選任となりました。これから設計・工事
を進め、２０２１年４月オープンを目指します。

本日の式次第

◎幹事報告

◎開会点鐘
橋本幸一 会長
(12:30)
◎国歌斉唱
◎お客様のご紹介 橋本幸一 会長
◎三祝(ハッピーバースデーソング)
馬見塚 潔 親睦副委員長
会員誕生日：千葉謙一 会員
結婚記念日：佐藤武文 会員
山本武司 会員
戸塚万豈 会員
誕生日新聞を手に
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
千葉会員
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎委員会報告
馬見塚 潔 IM実 行 副 委 員 長
千葉健一 公共イメージ委員
◎会員スピーチ
佐藤武文 会員
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(13：30)
◎ニコニコ箱 千葉謙一 親睦委員
12 名：計 37,000 円 累計 729,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)
◎出席報告

水長 秀彦 幹事
①「北海道地震義捐金」ご協力のお礼
② 小嶺和昭会員のメールアドレス変更のお知らせ
③ 次回例会は
11/12(月) 多摩南グループ IM
11/13(火) IM 振替休会
11/20(火) 飛火野 RC 合同夜間 2 回例会
理事会（16：45-17：45）
例 会 (18：00-20：00) フードドライブ開催
会 場：八王子ホテルニューグランド

【メークアップ】
山本武司会員 北海道 2500 ロータリーE クラブ (10/24)
東京ピースウィングロータリーE クラブ (10/25)
橋本幸一会長 貧困連鎖対策研究会
(10/24)
橋本幸一会長、水長秀彦幹事
2018-19 年度多摩南グループ協議会(10/29)
馬見塚潔会員
第 4 回ＩＭ実行委員会(10/30)
小嶺和昭会員、千葉謙一会員
職業奉仕セミナー
(11/2)
山本武司会員 ワールド大阪ロータリーE クラブ (11/5)

小嶺和昭 出席(奨励)委員長

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２４名

１６名

66.67%

８名

87.50%

１名

２名

０名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一 君

20日のフードバンクご協力をお願いし

と食事、それと適度な運動も大切です。皆様のご健
康を祈ります。

ます。
小雨の中お集まりいただきありがとう

近藤義之君

ニコニコに協力します。

ございます。佐藤さん、小泉さんのスピーチを楽し

佐藤武文君

今日は東ロータリークラブ第1800回目

水長秀彦君

みにしています。
伊熊俊雄君

先日、入社3年目までの若手社員とキャ

ンプに行ってきました。満天の星空、最高でした。
キャンプ熱が再燃しそうです。
内田

智君

東京八王子東ロータリークラブ第1800回

例会おめでとうございます。
加藤

登君

小泉様、佐藤先生、スピーチ楽しみに

しております。
小嶺和昭君

半月ぶりに雨ですが季節の変わり目に

動植物は身体の不調におち入り易く、最近ではアレ
ルギー反応が出る方が多いようです。十分な休養
《11 月の予定 》ロータリー財団月間
6 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
12 日(月) 多摩南グループＩＭ
会場：京王プラザホテル八王子
13 日(火) ＩＭに振替休会
20 日(火) 理事会・東京飛火野ＲＣ合同夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
27 日(火) 2 回例会振替休会

の例会に図らずも会員スピーチをさせていただく
ことに感謝です。
千葉謙一君

本日は佐藤さん小泉さんの会員スピー

チをとても楽しみにしております。また私事ですが
高校3年生の娘が本日11/6誕生日で18才になりまし
た。来年は大学生になりますのでまだまだ親として
頑張りたいと思います。
馬場れい子君
平塚德則君

ニコニコに協力して！
天候が不順ですネ。体調に気を付けま

しょう！ニコニコに協力します。
松宮兼房君

ニコニコに協力して。

《 12 月の予定 》疾病予防と治療月間
4 日(火) 例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
11 日(月) 理事会・通常例会・年次総会
会場：ザ・ビー八王子
18 日(火)
25 日(火)

クリスマス夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
2 回例会振替休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
公共イメージ委員会 佐野 武久・水長 秀彦・山本 武司・千葉 謙一

URL http://www.hachioji-east-rc.org/

