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国際ロータリー･テーマ

夢をかたちに

今年度会長テーマ

第2062回例会 2009.2.5

(あい)に感謝 そして 実践しよう
　　　　　　　　　ロータリーの志魂(こころ)

■司会：
　當間例会運営委員長

　昨日は暦の上では24節気の立春、春のはじめで
ありました。この季節になりますと、朝日をうけ
た野辺にお菓子の名前の花が咲くのをご存知でし
ょうか？金平糖草という花です。これは花の形が
金平糖に似ているのでつけられています。本当の
名前はハコベといいます。春の七草の一つでして、
別名はハコベラといいましてナデシコ科の一年草
であります。地方によっては、朝日をうけると咲
くことからアサアケが転じてアサシラゲとも言う
そうです。また、小鳥のえさになることでひよこ
草とも言っています。
　私達はハコベラはあまりにも身近に有り過ぎて
雑草と言いますが、昭和天皇はすべての植物には
命があり、名前がある、雑草と呼ぶのは良くない、
と側近の方をたしなめられたことがありました。
　なお、ハコベラの花言葉は、小鳥がなかよく集
まってついばむので｢ランデブー｣であるそうです。
　金平糖はご存知のようにポルトガルから伝わっ
た南蛮菓子のCONFEITOがもとでケシの実を芯にし
て、糖蜜の衣で包んだものですが日本茶との相性
が良く茶会などで使われ、今ではすっかり和のス
イーツになっているようです。

昨日行われた分区連絡会の報告を致します。
①決議23-34の手続要覧から削除の反対の提議は
　多摩分区7クラブ連名に行いました件でありま
　すが、小沢ＲＩ理事のご尽力によりＲＩのバリ
　ュードキュメント(重要事項)としてロータリー

■会長報告 町田会長

■お客様紹介：
　樺澤パスト会長

■故河野会員のご逝去を悼み全員黙祷

◆ゲスト：
　青少年交換派遣予定学生
　桜華女学院 川野辺麻利様

■点鐘：町田会長

■国歌：｢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
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■幹事報告 相羽幹事

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：4名

■前々回出席率メークアップ修正後：89.19％

■前々会メークアップ者：
　細渕会員：東京品川ＲＣ
　神﨑会員：地区委員会
　中丸会員：清瀬ＲＣ
　戸澤会員：地区活動
　山本会員：地区委員会

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

41 35 2 4 89.19

■出席報告 二ノ宮例会運営委員

■バギオ基金：
　第30回バギオ訪問結団式の案内の受理
　2009年2月24日(火)　18:00
　於　弘済会館

■地区大会実行委員会：
　地区大会事務局員派遣のお願いについて
　2009年2月27日(金)　11:00
　於　ホテルニューオータニ 本館｢橘の間｣

■クラブ奉仕室：
・ペットボトルキャップ回収のお願いと注意事項
　45リットルゴミ袋5～6個(約50kg)回収可能
　回収期間　毎月末日(2月1日～5月末日)

・ペットボトルキャップ回収ボックス
　地区大会持参のお願い
　地区大会に回収ボックス持参のこと
　2月26日(第一日目)

■東京杉並ＲＣ：
　公開例会 東京ロータリーハイウェー
　シンポジウムの案内
　2009年3月9日

■国際ロータリー：
　国際ロータリー、ロータリー財団
　｢2007-08年度年次報告｣受理

■ガバナー事務所：
　2010-2011年度ロータリー財団国際親善奨学生
　応募者数並びに第一次選考試験合格者の確認
　当クラブ→応募者なし

■米山奨学委員会：
　米山奨学生期間終了式の案内について
　2009年2月16日(月) 15:00～17:00
　於　ホテルグランドヒル市ヶ谷 17:15～懇親会

■青少年交換委員会：
　裏千家今日庵茶道稽古のお知らせ
　2月7日(土)、14日(土)　15:00集合
　於　裏千家今日庵 東京道場

■東海大菅生工高：
　東海大学菅生高校第24回卒業式の案内の受理
　2009年3月8日(日)　10:00～　体育館

■ロータリーの友委員会：
　2009～10年度版ロータリー手帳お買い上げのお願い
　一部 630円(5月下旬出来上がり予定)

■例会変更：
　所沢中央ＲＣ　2/9(月)→移動例会
　　　　　　　　2/16(月)→移動例会

■回覧：｢友｣インターネット速報 No.367
　　　　バギオだより
　　　　ロータリーワールド
　　　　武蔵野女子学院 Newsletter

　常典(定まった規則)として残る事となりました。
②ポリオ撲滅運動はビル･アンド･メリンダ･ゲイ
　ツ財団より1億ドルに追加され、25,500ドル拠
　出されることになり、各クラブに1,000ドルの
　ＲＩの願いが来ていましたが、追加分に対して
　は各会員に対しては任意に寄付をお願いすると
　いうことであります。
③各クラブより、ペットボトルのキャップを集め
　る件につきましてはロータリーで行うことなの
　か？すでに数年前から小学校などで行っている
　ことである等、悪評でありましたが、我がクラ
　ブでは地区大会の会場でキャップで富士山を形
　作って提案するブースを設けたいという地区大
　会のホスト武蔵村山ＲＣの要請がありましたの
　で、一箱クラブとして持参したいと考えており
　ます。
④地区国際奉仕室(村山)の峯岸会員より地雷除去
　について分区内各クラブを訪問して3分間スピ
　ーチを行い募金活動を行う発表がありました。
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■委員長報告

■野澤青少年交換委員長

アメリカオレゴン州ポートランドで残念で悲しい
事件が起きましたのでお知らせします。1月24日(土)
午後10時37分、11人の青少年交換学生(1人の派遣
候補学生と10人の来訪学生)が来訪学生の1人の誕
生日を祝うため、若者に人気のあるディスコへ向
かって歩道を歩いているときに惨劇が起こった。
24歳の自暴自棄に陥った孤独な鬱状態の男が歩道
を歩いている人々に向かって無差別に銃撃し始め
た。男は恋人との恋に破れ自暴自棄になっていた。
群集に向かっての無差別銃撃のあと、男は自分の
頭部を撃った。11人の青少年交換学生は、その場
所にその時間に運悪くいたことで、惨劇に出会っ
てしまった。
1人の学生(派遣候補学生)は胸部を撃たれて死亡し、
もう1人のペルーからの来訪学生は下腹部を撃た
れて亡くなった。4人の学生は致命的ではない傷
を負って入院した。残りの5人の学生は軽傷を負
った。犯人の男は間もなく死亡しました。

■高橋(眞)クラブ
　管理委員長

職場見学及び親睦旅行へ是非多くの方の御参加を
お願い致します。
今日現在24名の参加申込みです。
残り6名、30名が目標です。ご協力宜しくお願い
致します。

■ニコニコＢＯＸ 肥沼クラブ管理委員

◆當間会員：河野氏の葬儀につき多くの会員の会
　　　　　　葬ありがとうございました。

◆肥沼会員：河野さん天国でもご指導下さい。

◆小町会員：ちょっと早めですがイニシエーショ
　　　　　　ンスピーチさせて頂きます。

◆杦山会員：小町さん卓話期待しています。

◆相羽幹事：小町さん、スピーチ急な指名のよう
　　　　　　ですが楽しみにしています。

◆目時会員：小町さん、今日の卓話楽しみにして
　　　　　　います。

◆樺澤会員：小町さん、卓話期待しています。

◆高橋(眞)会員：
　　　　　　河野さんありがとうございました。
　　　　　　皆で元気に頑張ります。安心してく
　　　　　　ださい。

◆五十嵐会員：
　　　　　　小町さん、卓話ご苦労様です。

◆隅屋会員：今日の卓話、ご苦労様です。◆会員誕生祝月：
　木下会員、野澤会員
　町田会長、杦山会員

◆ご結婚祝月：
　當間(眞)会員

◆令夫人誕生祝月：
　高橋(眞)会員
　肥沼会員

本日のニコニコ合計：　 41,000円
　　累　　　計　　：1,049,614円
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■点鐘：町田会長

イニシエーションスピーチ

■自分史
昭和20年9月5日福生市生まれ。一応戦後生まれで
す。父は市内廻田で養蚕、染物、農家を営む家の
三男でしたのでサラリーマンとして入間基地にあ
る、防衛施設庁(前身調達庁)に長年公僕として勤
務していました。5歳から15歳まで久米川町江戸
道に住んでいました。
当時町の人口は1万7千人でほとんどが農業を営ん
でいました。草野球、鬼ごっこ、夏には現在の北
山公園になっている田んぼ畑前の北川にバケツ、
スコップを持ち川ほりという遊びに興じました。
田んぼの土を運び川をせきとめ土手を作り一列に
並んでバケツで水をかい出す。水嵩が引き、はや、
えびかに、どじょうを捕まえ夕日を背に家路に着
きました。このような環境の中で遊んだことが生
きる原点になっています。昭和30年に八坂分校が
でき、33年には小学校の給食が始まりました。昭
和35年浄水場完成。この年に小金井工高機械化に
入学しました。昭和39年東村山市制が誕生し人口
7万人でした。高校卒業し東京都住宅局に入り都
営住宅の設計管理に従事しました。この間、夜間
の大学で建築を学ばせていただき卒業と同時に憧
れの設計事務所に入りました。世の中オリンピッ
ク、大阪万博、新幹線開業と日本の発展は目を見
張るものでした。勤めた事務所が万博、岡本太郎
作太陽の塔の建築担当をしていたので駆け出しな
がら会場、多くのパビリオンの建築工事現場を見
させてもらいました。そして大阪、岡山、広島の
住宅地計画に参加しました。中でも広島では埋め
立てに使用した土砂の跡地に傾斜型共同住宅の実
験住宅の計画をしていました。28歳、事務所を退
職しフリーの身のとき結婚しました。昭和53年に
父が72歳で他界しその年に独立しました。多くの
人との出会いを大切にしたいと同年代の異業種経
済人の組織ＪＣに入会し、7年間、家庭を顧みず
子育ては妻に任せ地域の人達との出会いで勉強さ
せていただきました。現在私の社会的基盤を作っ

ていただきました。宝物です。そして42歳のとき
ロータリークラブに入会させていただきました。
当時親の世代の会員が多くロータリアンの心構え
を教えていただきました。当時、いきなり理事会
の席に出て伯仲の議論を交わしていて雰囲気が緊
張、驚きでした。12年間良き人に出会い40代を過
ごしました。そして10年間お休みをしてここにま
た仲間入りさせていただきました。ロータリーと
はを再勉強させて頂きゆったりと進んで行きたい
です。人の出会いで成長させていただき今の自分
があることに感謝です。私の趣味は子供が独立し
妻との小旅行、上達しないスポーツ吹矢(複式呼
吸をマスターし健康な体づくりです。毎週土又は
日に某幼稚園で練習しています)です。

■まちづくりに携わって
ＮＰＯ法人東村山アーバンデザイン会議
設計事務所を営む人が中心で15人の会員で市内の
まちづくり事業を展開しています。
事業①時代にあった市民向けセミナー(シックハ
　　　ウス、アスベスト等)
　　②建築相談は5年目でこの3月より本庁舎1階
　　　ロビーにて毎月第1、3水曜、午後1時より4
　　　時30分
　　　より多くの市民を対象に建築全般相談を実
　　　施します。
　　③まちの持つ魅力風景をパターンカードとし
　　　て13町をホームページに掲載しています。
　　④東村山駅周辺町づくり調査委託をうけ、今
　　　後の鉄道、道路の立体交差を含めて提案を
　　　します。

久米川駅北口まちづくり研究会
北口広場を中心のまちづくりに参加、自治会、商
店会、住民が集まり勉強、研修し提案して組み入
れた自由広場が今後、多くの老若男女の人的交流、
商店の活性化をめざし、駅の持つ特性を活かした
まちづくりを提案しています。

■私の生業
独立して30年、数多くの建物を手がけさせていた
だきました。市内で携わった建物のパンフレット
を見ていただければ幸いです。その時、その時多
くの出会いが力になっています。建物計画の大小
ではなくこれまでの経験からの知恵と勘を活かし、
衣･食･住の原点であり、生きる力を生み出す場所
である家づくりにこれからも力を注いで行きたい
です。建物とまちは密接な関係です。建物を通し
て明るく楽しい風景を子供達に残すことが大切と
思ってこれからも精進して行きます。

■卓話

■卓話者紹介：
　中丸プログラム委員長

■小町会員


