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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2103回例会 2009.12.3

｢誠心誠意、和をもって｣“事にあたろう”

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

みなさんこんにちは。先日の日曜日スポーツ界は華
盛りでしたですね。大相撲九州場所、白鵬4度目の全
勝優勝。懐の深い大横綱になって頂きたいと思います。
九州男子魁皇も通算400勝の快挙。ゴルフ界でも横峯
さくら逆転での優勝、おまけに賞金王。お父さんと
一緒のさくらちゃんからは大きく脱皮しました23歳。
石川遼18バーディでの2位。今週は賞金王を掛けての
東京よみうりコース。遼ちゃん効果はいかばかりか、
高知黒潮CCギャラリー7000人とか。ボクシング界で
もとても良い試合を見せて頂きました。35歳内藤大助、
惜しくも6度目の防衛に失敗をいたしましたが、鼻が
つぶれ果敢に向かって行く根性は一級品です。亀田
興毅23歳、見事な判定勝ちをいたしました。ガード
は固く間をおいての攻撃、見る人を魅了させる姿、
以前の亀田兄弟とは違い素敵な好青年に映りました。
政界では大きなナタを振るい、仕事仕切人が1兆5000
億円をひねり出したようですが、税収が35兆円有余
では、増税が何となく忍び寄って来そうな気配です。
我々も安売りの渦の中に巻き込まれようとしていま
すのが現状です。円は86～87円。外国から買う品は
より安く、売る品はより高くではデフレからの脱却
は容として進まない。早く先の見える世の中を期待
したい。明るいお話もございます。今日は土方指名
委員長さんの下で次々年度会長さんの発表がござい
ます。ロータリーの組織は気持ちが馴染んでからの
就任となります。是非お願いをいたします。私も高
橋幹事と共に、皆様方のご協力を頂き、この半年を
過ごすことが出来ました。あとは楽しいクリスマスパー
ティです。親睦委員会の方よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

■会長報告 杦山会長■司会：
　石山例会運営委員

■点鐘：杦山会長

■お客様紹介：
　野崎(一)パスト会長

◆ゲスト：東京福生ロータリークラブ
　　　　　山崎　博ＩＭ実行委員長
　　　　　折原勝利ＩＭ実行委員会幹事
　　　　　岸野　寛ＩＭ実行委員会副委員長

■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：
　村田会員
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

38 29 1 9 73.53

■出席報告 吉川例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：5名

■前々回出席率メークアップ修正後：85.71％

■前々会メークアップ者：
　相羽会員：東大和ＲＣ
　金子会員：所沢中央ＲＣ
　北久保会員：地域活動
　熊木会員：地域活動
　村田会員：地域活動
　目時会員：地区委員会
　二ノ宮会員：所沢中央ＲＣ
　野崎(征)会員：所沢中央ＲＣ
　嶋田会員：所沢中央ＲＣ
　當間会員：地域活動
　漆原会員：地域活動
　吉川会員：武蔵野ＲＣ
　中條会員：武蔵村山ＲＣ

■幹事報告 高橋幹事

■ガバナー事務所：
・2012-2013年度当地区ガバナーノミニー決定の通知
　那覇西ロータリークラブ会員　石川 正一君

・地区大会詳細についてのお知らせとお願い
　①来賓・参加クラブ等の紹介は大会第1日目に行う
　②会員は大会1日目と2日目の両日共出席すること

・地区大会記録誌への広告出稿と寄付のお願い
　①広告出稿料
　　モノクロA4版1ページ　￥100,000
　　モノクロA4版1/2ページ ￥50,000
　②会員法人寄付　￥100,000

■武蔵村山ＲＣ：
　東京武蔵村山ＲＣ主催公開セミナーの案内の受理
　2009年12月16日(水)　17:00開場　18:00開演
　於　武蔵村山市民会館 小ホール
　講師　経済アナリスト　森永 卓郎氏

■米山記念奨学会：
　米山記念奨学会への特別寄付に係る個人都民税の
　寄付金控除について
　(参考：町田会員該当しますので資料お渡しします)

■東村山市陸上競技協会：
　第21回東村山市民周回駅伝競技大会における
　後援名義使用承諾承認申込書の受理について
　→例会にて資料ご確認ください。

■回覧：
　武蔵野女子学院 News Letter
　｢友｣インターネット速報 No.407

■ニコニコＢＯＸ 高橋クラブ管理委員

■皆出席：
　隅屋会員(42回目)
　野崎(征)会員(22回目)
　高橋(眞)幹事(17回目)

■ご結婚祝月：
　嶋田会員

■会員誕生祝月
　漆原会員、田中会員
　石山会員

■令夫人誕生祝月：
　杦山会長、野村会員

◆東京福生ＲＣ ＩＭ実行委員会
　　　　　　2009年2010年度ＩＭよろしくお願い
　　　　　　します。
◆杦山会長、高橋幹事：
　　　　　　東京福生ＲＣの山崎様、岸野様、折
　　　　　　原様、雨の中ようこそお越し下さい
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■ゲスト挨拶

2009-2010年度ＩＭの担当をいたします、福生ロ
ータリークラブ実行委員長の山崎でございます。
本日は副実行委員長、幹事の3名でＩＭのご案内
に参りました。
既に案内状はお手元に届いていると思いますが、
3月3日水曜日に昭和館にて開催いたします。基調
講演はパストガバナー小沢秀瑛様の｢ロータリア
ンとは｣と題しお願いいたしました。フォーラム
は各クラブの幹事さんに、幹事としての9ヶ月間
どのように感じたかを発表していただく予定にな
っています。多くの会員の皆様の参加を宜しくお
願い致します。

■山崎博ＩＭ実行委員長

■委員長報告

クリスマス家族親睦例会は過日御報告させて頂い
た通り、12月19日(土)18:30より西武園ゴルフ場
クラブハウスにて実施いたします。交通手段に付
きましては、ゴルフ場のマイクロバスを2台東村
山駅に配車致しますのでご利用下さい。例年以上
の皆様がご参加下さるようお願い申し上げます。

■中丸クラブ管理委員長

本日のニコニコ合計： 63,000円
　　累　　　計　　：689,000円

　　　　　　ました。ありがとうございます。
　　　　　　ＩＭの成功に向かい全員でご協力申
　　　　　　し上げます。頑張って下さい。写真
　　　　　　ありがとうございます。
◆當麻会員：岸野さん久しぶりです。ようこそい
　　　　　　らっしゃいました。
◆樺澤会員：山崎様、折原様、岸野様、ようこそ
　　　　　　おいで下さいました。
◆中丸会員、小町会員、五十嵐会員、目時会員、
　神﨑会員、木下会員、當麻会員、石山会員、
　吉川会員：写真ありがとうございました。
◆野崎(一)会員、隅屋会員、樺澤会員、
　嶋田会員、山本会員、田中会員：
　　　　　　写真ありがとうございました。

◆次々年度会長予定者
　小町幸生君
　→承認･決定(全員賛成)

■司会：高橋幹事
■議長：杦山会長

■年次総会

■土方指名委員長報告

次年度の四大奉仕委員長(理事)及び例会運営委員
長(理事)の発表をさせて頂きますのでご承認のほ
どお願いいたします。
  クラブ奉仕委員長　小町幸生会員
　職業奉仕委員長  　當麻  誠会員
  社会奉仕委員長　　野崎一重会員
　国際奉仕委員長  　町田清二会員
  例会運営委員長　　戸澤  忠会員
以上のメンバーにご協力頂きながら頑張って行き
ますので、皆様宜しくお願いいたします。

■山本クラブ奉仕委員長
　発表及び承認決定

■小町次々年度会長挨拶

クラブ創立45周年にあたる45代目の会長として指名
され、沖縄旅行まで色々と考えさせて頂きましたが、
謹んでお引き受けすることにしました。幹事には野
村会員にお願いして快く承諾して頂きました。皆様
のご協力のもと、2人で精一杯頑張って行きたいと思
いますので宜しくお願いいたします。

2009～10年度上半期を終えて
みなさまこんにちは。時の経つのは早いものですね。
半年前此処に登壇致しました時は、汗が止めどもな
く吹き出て、ハンカチがびっしょりになりました。
大分気負いもあったと思います。第一回の理事会報
告を見ますと、会員の減少に付き、ニコニコ
1,800,000円にさせて頂きました。皆様のお喜びなど

■杦山会長

■クラブ協議会
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■点鐘：杦山会長

の時、ご協力いただきますと幸せでございます。7月
19日には、八坂神社祭札につき、玉ぐしを捧げ、未
簾の中、ご神体を拝見する機会がございました。宮
子さんの舞いを観、ショウシチリキの笛の音、厳か
な空間、心が洗われます。ありがとうございました。
また戸澤拡大委員長のもとで｢たきび｣にて嶋田会員、
相羽会員、私と高橋幹事、会員増強会議を致しました。
8月7日田中ゴルフ部会長、三井ノ森5組参加、お天気
にも恵まれ、奥様方、とても元気でプレーをなさい
まして1日楽しくプレーをして参りました。花火夜間
例会は夕方雨に見舞われＳＡ、親睦委員会の方々に
は大変ご苦労をおかけ致しました。無事花火も打ち
上げられ楽しいひと時を過ごすことができました。
多くの参加ありがとうございます。
10月には多摩分区ゴルフ大会が東京バーディにて行
われました。東村山チームは田中キャプテン始め皆
さん成績よく、優勝を致しましたが、決勝戦が11月
20日ですので田中キャプテン、泣く泣く青梅クラブ
に譲り、一同沖縄宜野湾友好20周年記念親睦旅行に
切り替え参加に決まりました。東大和ロータリーク
ラブ主宰ＦＲＣ武蔵村山、清瀬、東村山各ロータリ
ークラブ夜間合同例会が立川グランドホテルにて行
われ、人を動かす｢ビジネスマナー｣講師、佐藤ゆみ
様、盛況でした。11月5日、多田ガバナー公式訪問、
打ち合わせの時、今日のお食事は名物の手打ちうど
んとお話をしました所、非常に興味をもたれておら
れました。各委員長さん報告をして頂き、皆様のご
協力のもと無事に終わる事ができました。7～8日東
村山市を挙げての産業祭参加。いつもながらフラン
クフルトの上手な焼き加減、職人肌です。みなさん
の物売りのうまいこと、感嘆するばかりです。交通
少年団・消防少年団いつもながらのご協力をありが
とうございます。當間社会奉仕委員長よりお礼をと
いっておられます。20～22日の宜野湾ロータリーク
ラブ友好20周年事業に対しましての多数の参加、木
下友好委員長・中丸クラブ管理委員長の働きにより
無事に事業を終わる事ができました。また宜野湾ロ
ータリーの仲吉会長はじめ会員の皆様の温かいお心
にふれ、感謝もうしあげます。
これからも家族親睦夜間例会、クリスマスパーティ
もございます。皆様方のお知恵をお借りしながら務
めて参りたいと思っております。来年もどうぞよろ
しくお願いをいたします。

前期は10月の職業月間に私が卓話の機会を得て、ロ
ータリーの職業奉仕が誕生した歴史、ロータリーの
綱領第2条についてお話した後、今年度の地区職業奉
仕委員会の方針である(1)後継者の育成、従業員の教
育研修、(2)職場での環境保全について説明しました。
後期は日程の都合上できなかった職場見学を行いたく、
社会奉仕委員会と共同で企画しています。場所とし
ては先程の今年度の地区方針をよく実践しておられ
る杦山会長の工場を予定しています。

■野崎(一)職業奉仕委員長

☆事業計画
1.世界社会奉仕活動としての対人地雷除去の特別委
　員会の活動に協力する。
2.今年度モントリオールにて開催される2010年国際
　ロータリー年次大会に一人でも多くの会員、家族
　が参加して頂けるように計画立案する。
特に会長方針の一つでもあります、国際交流を図り｢ロ
ータリーを楽しもう！｣の準備は出来ました。

上記の事業計画は上期においては準備期間とし、活
動はしておりません。但し、Ｗ,Ｃ,Ｓのセミナーは2
回程受けて来ました。

※高橋幹事、當間社会奉仕委員長は次号に掲載い
　たします。

■當麻国際奉仕委員長

皆様こんにちは。時間が過ぎるのは早いもので、も
う12月のクラブ協議会が来てしまいました。クラブ
の要である、クラブ奉仕委員長を仰せつかり、すご
く心配と不安の7月のスタートでしたが、杦山会長の
素晴らしい頑張りと、高橋幹事の応援団のド根性の
お陰を持ちまして、クラブ奉仕委員長としての仕事
も私の所に来る前に全て処理が済まされて、とても
楽な半年間を過ごさせて頂きました。感謝いたします。
上半期では、西武園での毎年恒例になりました花火
大会、そして緊張の中に楽しさのあったガバナー公
式訪問、また先日多くのメンバーと共に訪問した沖
縄宜野湾ロータリークラブの友好クラブ20周年のお
祝いと、各担当委員長、委員の皆様の努力のお陰で、
無事にその他の全ての事業が完了いたしました事を、

クラブ奉仕委員長として心より感謝いたします。ど
うもお疲れ様でございました。
さて、話は変わりますが、この時期になりますと、
そろそろ次年度がらみの動きも活発になり、半分は
次年度の組閣作りにと忙しくなってきました。お陰
さまを持ちまして、4大奉仕の理事の皆様におかれま
しては、快くご承諾を頂きましてありがとうござい
ました。年が明けますと、次年度幹事が各委員長さ
んのお願いに上がりますので、是非快くご承諾をし
て頂く事をお願い致しまして、私の話を終わらせて
頂きたいと思います。
皆様、下半期もご協力をよろしくお願い致します。

■山本クラブ奉仕委員長


