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国際ロータリー･テーマ

ロータリーは分かちあいの心

今年度会長テーマ
ロータリーは楽しさを分かちあい
　 ロータリーに楽しさを分かちあい
　　　新しい仲間の輪を拡げましょう　皆さまとともに

第2014回例会 2008.2.7

■斉唱：国家｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：高橋会員

■幹事報告 河野幹事■会長報告 樺澤会長

春の淡雪とはいえ、立春になっ
てから雪が降る寒い日々が続き
ます。皆様、お体をお大事にし
て下さい。
昨日2月6日に、我がクラブの名
誉会員で前東村山市長の叙勲受
賞を祝う会が開催され、2月1日に東京秋川ロータ
リークラブをホストクラブとして多摩分区連絡会
が開催され、お招きを戴き参列してまいりました。
当クラブから記念品に奥様のためのロータリーマー
クが入っておりますバッグをお送りいたしますと
ともに、会場にお花をお贈りいたしました。当ク
ラブからは私と幹事のほか、次年度ガバナ一補佐
の目時会員、分区幹事の戸澤会員、地区委員の野
澤会員、竹田会員が出席されました。
議案はまず、ＩＭのフォーラムであるクラブの｢会
長大いに語る～楽しく、魅力ある活動とは｣の構
想が各会長から紹介がありました。私は、奉仕の
原点のドナルド・カーター物語とロータリーしか

ない職業奉仕と楽しく、魅力ある活動についてお
話をしたいと考えております。ガバナー補佐の桑
田ガバナー補佐は各会長の話に｢本音がない｣とい
うことでご不満のようでした。
次に、5月12日に開催される｢日台ロータリー親善
会議｣について登録の要請があり、当クラブの差
し当たりの割り当ては3名となっております。第6
回の分区連絡会は4月6日(日)、7日(月)立川パレ
スホテルとなり、次年度ガバナー補佐、分区幹事、
新会長、幹事の会員の皆様宜しくお願いします。
本日、10時から2009年～2010年度ロータリー財団
国際親善奨学生の応募者の第一次選考を財団・米
山委員会の恵面委員長とともに行いました。さら
に、理事・役員会を開催し、1月度の収支明細報
告が承認されました。2月19日のＩＭのバス手配、
3月27日のＦＲＣについてご審議いただきました。
これらについては幹事から報告いたします。
2月3日(日)に開催された東村山市教員委員会の｢心
豊かな子どもの成長を願う市民のつどい｣の後援
名義使用について承認しました。

■ＦＲＣ合同例会プログラム：
　詳細別紙にてご案内します。
■スペシャルオリンピック日本：
　第2回｢スペシャルオリンピック
　(ＳＯ)日本・東京｣を支援する
　ロータリアンの集いへの参加のお願いについて
　2008年3月25日(火)　18:00～
　於　八芳園
■ロータリーの友事務所：
　2008～9年度ロータリー手帳予約受付について
　1部630円　5月下旬(予定)　〆切り　2月25日
■心の東京革命推進協議会：
　平成19年度｢食事と家族のふれあい入賞者表彰式｣
　及び、｢心の東京革命推進モデル事例発表会｣の開
　催について
　平成20年3月1日(土)　表彰式10:30～
　　　　　　　　　　　発表会13:45～
　於　都民ホール

■点鐘：樺澤会長

■司会：
　肥沼例会運営委員

■お客様紹介：
　野崎(一)パスト会長

◆ゲスト：
　津久井ＲＣ　山本芳昭様
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本日のニコニコ合計：　 63,000円
　　累　　　計　　：1,197,500円

■ニコニコＢＯＸ 中島クラブ管理委員

◆細 渕 様：昨日は大変お忙しい
　　　　　　ところお集まり頂き
　　　　　　ありがとうございま
　　　　　　す。
◆土方会員、野崎会員、河野幹事、
　木下会員：細渕さんの受賞祝典には大勢の会員
　　　　　　の皆様にご出席いただきありがとう
　　　　　　ございます。発起人として心から御
　　　　　　礼申し上げます。
◆溝井会員：私も今年で結婚41年目を迎える事が
　　　　　　出来ました。
◆山 本 様：お世話になります。

■前々回メークアップ修正後
　前々会欠席：3名

■前々回出席率
　メークアップ修正後：92.50％

■前々会メークアップ者：
　石山会員：立川ＲＣ
　金子会員：所沢中央ＲＣ
　北久保会員：所沢中央ＲＣ
　肥沼会員：所沢中央ＲＣ
　中丸会員：理事会
　竹田会員：分区連絡会

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

43 38 1 4 90.00

■出席報告 石山例会運営委員

■菅生学園：
　東海大学菅生高校第23回卒業式の案内について
　2008年3月8日(土)　10:00～
　於　体育館
■国際ロータリー世界本部：
　国際ロータリーならびにロータリー財団
　2006～07年度年次報告の受理
■職業奉仕委員会：
　クラブ職業奉仕委員長会開催のお知らせ
　2008年2月22日(金)　15:00～17:00
　於　千住金属工業(株)会議室
■国際奉仕委員会：
　(3/19)在京国際奉仕委員長会議での分区代表
　発表承諾の件
　2008年3月19日(水)　15:00～
　於　センチュリーハイアット東京
■回覧：
　｢友｣インターネット速報 No.321
　東京小平ＲＣ週報
　所沢中央ＲＣ週報

■皆出席：
　町田会員(13回目)
　樺澤会長(11回目)

■ご結婚祝月：
　土方会員、當間会員
　石山会員、溝井会員

■会員誕生祝月：
　木下会員、野澤会員、町田会員
　小林会員、杦山会員

■令夫人誕生祝月：
　高橋会員、山本会員
　中島会員、肥沼会員

■熊木会員
当初訳のわからないまま入会きせ
ていただいてしまったのですが、
はや、一年と少しが経ってしまい
ました。当時、会社を辞めるかど
うか考えている時期でありましたので思案をいた
しましたが、お許しをいただけるとの事でしたの
で入会をさせていただきました。
イニシエーション・スピーチということで、何を
話せば良いのか理解していないのですが、市政に
ついては私のあと北入保会員が話してくださると
思いますので、自己アピールといいますか、自己
紹介をさせていただきます。
熊木といいますと珍しい苗字ですが、祖父が新潟
出身でございます。祖父も祖母も私が生まれたと
きには他界していましたので、写真でしか見たこ
とはありません。新潟市内と聞いていますが、小
さい頃遊びに行っていたのは、現在の上越市、以
前の直江津市を少し北へ行ったところでした。そ
んな訳ですが、母方は生粋の地元、恩多町であり
ます。
そして、私でございますが、1958年、昭和33年生

■卓話(イニシエーション・スピーチ)

■紹介者：土方パスト会長
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■点鐘：樺澤会長

まれでございます。地元の小学校・中学校、高校
は都立清瀬高校を卒業しました。その後、近畿大
学へ進学いたしました。近畿大学は別名、南河内
大学といい｢花の応援団｣という漫画のモデルとな
ったと言われる大学でありました。関東と関西と
の言葉の違い、カルチャーショックも感じました
が、無事、法学部を卒業させていただきました。
長い学生生活を終えるにあたり、さすがに就職活
動をいたしました。当時も就職難の時代でありま
したが、縁があり、国土計画(後のコクド)という
会社が、幹部候補生見習いとして採用するという
ことになり、1983年入社をいたしました。3月末、
坊主頭で出社するよう召集があり、今で言う拉致
のようなかたちでその後一年間家に戻れない見習
い生活となりました。グループ全体で15名という
新入社員でありましたが、春は軽井沢、夏は大磯
ロングビーチ、秋は都内のプリンスホテル、冬は
苗場スキー場での研修をさせていただき、当時は、
不平不満も多かったのですが、今になれば良い思
い出が一杯です。
平成18年秋に退社をし、翌年春に市議会選挙に立
候補させていただきました。皆様のご支援をいた
だき無事当選をすることができ、こころより御礼
を申しあげます。ありがとうございました。

■北久保会員
今日は貴重な時間を頂き有難うご
ざいます。話したいことは沢山あ
りますが、議会について少し話さ
せていただきます。まず一般質問
でありますが、議会中に一人20分の質間タイムを
いただけます。6月議会では飯所線についてと多
摩湖町方面のコミュニティーバスについて質問を
させていただきました。飯所線については、東京
都と埼玉県で打ち合わせを行っているとのこと、
荒幡で工事は一時中断させ府中街道の目処が立っ
た時に工事を再開するとのことでした。多摩湖町
のコミュニティーバスにつきましては、北山公園、
下宅部遺跡、縄文体験館、狭山緑地をルートとす
る観光を目的としたパスを走らせたらどうですか
と質問、最優先で行わせていただきますとの好感
触が得られました。9月議会では、緑地保全地域
についてと5号踏切について質問させていただき
ました。緑地保全地域については、減免している
分、緑地の管理を徹底していただくこととした。
殆どの緑地で良い管理がされているのですが中に
は全く手入れがされない緑地があり近隣の迷惑と
なっていますので取り上げました。5号踏切(新山
手通りの西武園線踏切)についてコミュニティー
バスの諏肪町ルートにもなっているため安全確保
のために踏切の拡幅を提案させていただきました。
12月議会では、青色街路灯についてと観光課の設
置について質問させていただきました。イギリス
のグラスゴーで景観対策の一環として街路灯の光
を青色に変更したところ副次効果として犯罪が激
減したとのこと。犯罪者には人目を避けたいとい
う心理があるために犯罪が減るとのことでありま
す。電球を青色に替えるだけで値段もほとんど同

じですので実施したいとの回答を得られました。
盗難の多い自転車置き場とか、不審者が出没する
ようなところに取り入れていただくよう折衝中で
す。観光課につきましては商工会に全てお任せで
はなく役所に観光課を作るように提案、商工振興
係を商工観光課にして観光活動もしていけば良い
と思うのですがこれは難しい、やる気がないよう
であります。一般質問だけで終わってしまいます
ので次にいきます。
自民党の新人3名で勉強会をさせていただいてい
ます。都市整備部、細渕前市長、市民部と終わり
13日には澤田前副市長、19回には保健福祉部まだ
日程は出ていませんが環境部と教育委員会の勉強
会を3月末までに行いたいと計画しています。今は、
行政の動きが分からないので勉強会を行っていま
すが任期いっぱいまで勉強会は続けようと思って
います。
続きまして実際の活動ですがカーブミラーの取り
付けですとか、街路灯の新設、街路灯を新規に取
り替えですとか、保育園、緑地、大きなものです
と徳蔵寺前の雨水管の大掛かりな工事が今年行わ
れます。市民にとっては、道路整備、東村山駅西
口開発、久米川駅北口開発、市役所周辺の開発も
大切なのですが家の前の通路の穴、子供の保育園、
また子供の人間関係などで悩み学区域を越えての
通学などの方が重要なこともあります。ですから
小さなこと(本人にとっては大きなこと)をこまめ
にやって行きたいと思っています。他の議員さん
には失礼にあたるかもしれませんが、議員は雑用
係だと思っています。役所は、市民サービスの場
であります。生活保護、福祉、納税、障害者の相
談ばかりでなく離婚問題まで相談にのるとのこと。
無料の法律相談がありますのでありとあらゆる相
談に対応できると思います。このようなものの全
ての窓口が議員だと思いますので雑用係と話させ
ていただきました。今後ともご支援、ご指導、ご
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

■第8回(2月度)理事・役員会

■1月度収支明細報告書：
　承認されました。
■ＩＭ[2月19日(火)フォレスト・イン昭和館)]
　バスの件：
　送迎バス　東村山駅東口　12:30集合
　　　　　　　　　　　　　12:45出発
■ＦＲＣについて：
　詳細を確認しました


