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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2113回例会 2010.2.25

｢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

■司会：
　土田例会運営委員

■点鐘：杦山会長

■お客様紹介：
　土方パスト会長

◆ゲスト：東村山警察署　小笠原澄夫交通課長

夫婦の絆、こころのふれあい
夫婦の絆って何だろう
何かの偶然が起きる。
一人の男と一人の女がある時どこかで出会う。
お見合いでも恋愛でもやっぱり偶然なんだ。
いろんなことがあって好きになって、いてもたっても
いられなくなって、時にはいやいや、時にはしかたなく、
流れに身をまかせて一緒の生活が始まる。
自分とは違う、もう一人の人間に興味をもって、この
人と一緒になったら、おもしろい人生を味わえるかしら、
かってな想像、
実際はだましたり、だまされたり、甘かったり、すっ
ぱかったり、苦しかったり、人によっては子供を産んで、
子供を育てる。
生活という格闘がはじまる。
楽しかったり、苦しかったり、嬉しかったり、時には
けんかをして、夫婦の絆は切れそうになったり、あわ
ててつなぎ直したり、いろんなことがありました。
仕事や、いろんな夢があって、夢が破れたり、夢がかなっ
たり、よそ見をしたり。
そう、ぼくはいっぱいよそ見をして、隣の芝生はいい
なあとおもったり、年季の入った芝生よりも、若い芝
生の方がいいなあと思ったり、いろんなことがありま
した。
人間的にちょっと成長して、お腹の肉はうんと成長して、
いつか子供は巣立って、いつか年をとって、いつか病
気をして、いつか介護をしたり、してもらったり、い
つか夕暮れがやってきて、いつか看取ってもらったり、
看取ったりするのだろう。
この世におさらばする時に、今日は死ぬのにとてもい
い日だなんて、言ってみたい気がしています。
｢迷惑かけたね｣
｢もっと迷惑かけてくれてよかったのよ｣
なんて言って貰えたら嬉しいけれど、そんなにうまく
いくわけないな。
気持ちだけ、ほんの気持ちだけ、伝えておきます。
いつか、相手を葬る日が来るとき、その時、残った方
が｢ありがとう。忘れない。｣って言えたら嬉しいなあ。
夫婦の絆ってこんなものなのかなあ。

諏訪中央病院名誉委員長 鎌田實様の詩をご紹介いたし
ました。

■会長報告 杦山会長

■合唱：ロータリーソング
　｢それでこそロータリー｣

◆ソングリーダー：
　石山会員
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■幹事報告 高橋幹事

■東京福生ＲＣ：
　2009～10年度第6回現・次年度合同多摩分区連絡会
　案内の受理
　2010年4月4日(日)～5日(月)　14:00開会
　於　石和温泉 京水荘
　親睦ゴルフコンペ　4月5日(月)　8:30スタート
　於　境川カントリークラブ

■ガバナー事務所：
・日本青少年交換研究会の案内について
　2010年5月15日(土)～16日(日)
　於　大阪ＹＭＣＡ国際文化センター
・2009‐10年度地区補正予算について
　(資料あり←例会にて持参します)
・ロータリークリアランドカンボジア完遂式記念式典
　のメディア放送について
　ＮＨＫオンライン
　http://www3.nhk.or.jp/news/K10015481661000
・(ＲＩ認証)ロータリー囲碁同好会
　2010年4月17日(土)～18日(日)開催
・3月のロータリーレート　1ドル＝90円
・全国ＲＹＬＡ研究会参加のお礼の受理
・クラブ会長エレクト研修セミナー｢ＰＥＴＳ｣の案内
　2010年3月16日(火)　14:00受付
　於　メトロポリタンエドモンド
・地区大会での忘れ物について
　①眼鏡(茶色、ダンヒル、ケース黒)
　②眼鏡(折りたたみ式銀色、ケース黒)
・地区拡大増強委員会開催の案内について
　3月17日(水)　14:00～16:00
　於　上野精養軒

■ガバナーエレクト事務所：
　次年度所属地区委員会の連絡について
　2010‐2011年度地区広報・ウェブ委員会委員
　2月23日(火)地区チーム研修セミナー参加の件
　→連絡済

■クラブ奉仕・職業奉仕委員会：
　職業奉仕セッションの案内の受理について
　2010年2月16日(火)　14:00～15:50
　於　ホテルニューオータニ(地区大会第1日目)

■青少年交換委員会：
　第9回地区青少年交換委員会／東京上野ＲＣ奏楽堂
　コンサートの案内について
　3月17日(水)　15:00～　コンサート　17:30～
　於　上野精養軒、旧東京音楽学校

■環境改善普及・環境保全委員会：
　｢地球を環境破壊から守りましょう｣タスキ購入のお
　願いについて
　｢地球環境を守ろう｣緑タスキ
　1本2300円　3本＠2100円　5本＠2000円
　最終締切り　3月5日(金)

■東村山市緑を守る会：
　平成22年度総会のお知らせについて
　2010年2月17日(水)　18:00～
　於　東村山市役所北庁舎

■(財)米山奨学会：
　中国米山学友会総会in上海へのお誘いについて
　2010年7月17日(土)　11:00～14:00
　於　上海国際会議センター
　(ツアー料金 116000円～)

■対人地雷除去委員会：
　カンボジアロータリークリアランド募金ボックス
　2009‐2010年度開箱集計金振込みのお願い
　最終集計 5月20日(木)

■ガバナー補佐：
　地区大会にむけて社会貢献実績とお礼の受理

■環境保全委員会：
　地区環境保全委員会報告の受理

■回覧：｢友｣インターネット速報　No.416、417
　　　　宜野湾ＲＣ週報
　　　　ハイライトよねやま

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

38 32 1 5 85.29

■出席報告 相羽例会運営委員

■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：88.24％
■前々会メークアップ者：
　相羽会員：東大和ＲＣ
　赤木会員：理事会
　石山会員：武蔵府中ＲＣ
　神﨑会員：カンボジア地雷
　二ノ宮会員：所沢中央ＲＣ
　野村会員：カンボジア地雷
　野澤会員：カンボジア地雷
　當麻会員：東京福生ＲＣ
　戸澤会員：東大和ＲＣ
　吉川会員：武蔵野ＲＣ
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本日のニコニコ合計：   38,000円
　　累　　　計　　：1,030,820円

■委員長報告

■當麻国際奉仕委員長

漆原委員長の代理で報告いたします。米山と会員研
修両委員会合同で3月11日～12日に米山梅吉記念館を
訪れ、研修する予定ですが現在7名の参加ですがあと
4～5名の参加を是非お願いいたします。
次にオンツーモントリオールの参加を昨年より募集
して来ましたが、あと1～2名の参加をお願いします。
15名以下となりますとツアー料金が割高となってし
まいます。是非ご参加をお願いいたします。

■神﨑対人地雷除去に
　関する特別委員会委員

◆宜野湾ＲＣ仲吉サダ子会長：
　　　　　　友好クラブ懇親会ありがとうござい
　　　　　　ました。
◆杦山会長、高橋幹事：
　　　　　　小笠原課長様、本日はありがとうご
　　　　　　ざいます。宜しくお願い致します。
　　　　　　写真ありがとうございます。
◆中丸会員：小笠原課長、本日は卓話ありがとう
　　　　　　ございます。新しい職場でのご活躍
　　　　　　を心よりお祈り申し上げます。イケ
　　　　　　メンの課長がいなくなると寂しくな
　　　　　　ります。（菱沼事務局のかわりに申
　　　　　　し上げます。）写真ありがとうござ
　　　　　　いました。
◆山本会員、田中会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

■ニコニコＢＯＸ 高橋クラブ管理委員

■皆出席：
　樺澤会員(13回目)

■会員誕生祝月：
　野澤会員

■ご結婚祝月：石山会員

2月3日～7日まで200名の仲間とチャーター便でカン
ボジアへ行ってきました。当クラブからは野澤会員、
野村会員、私共夫婦の4名で参加しました。皆さんも
是非一度カンボジアへ行ってみてください。バスに
10分位乗ると電気も無く本当に寂しい農村地帯です。
記念式典に参加しロータリーの10年間の支援で6,000
個の地雷が除去されたそうですが、まだ国内には300
万個埋まっているそうです。これにて終了というわ
けではありません。引き続き5月までイエローボック
スを廻しますので協力を宜しくお願い致します。
尚、詳細は野澤会員の「クリアランド完遂記念式典
に参加して」をご参照下さい。

認識を新たに～国際ロータリー第2580地区クリアラ
ンド完遂記念式典に参加して

ロータリーの当地区におけるカンボジア地雷除去支
援活動につきましては、地区の継続事業として毎年
金銭的奉仕のみに参加しておりましたが、今年で予
定の10年を終了するという記念すべき完遂記念式典
の案内をいただき、躊躇なく参加することにしました。
この事業に対し正直申し上げ、言葉・文章・そして
写真のみの浅はかな理解のみでありましたが、事業
終了にあたりこの機会を逃すと滅多に訪れる国では
ないと思い(これは私のみかもしれませんが･･･)現地
と事実をこの目で見たいという期待と、少々アンコ
ールワットに魅せられての参加でありました。
成田を離れるとわずか6時間のフライト、2時間ほど
の時差ですが、真冬から真夏、町や住民の景色を含
めて、まさにタイムスリップしたものでした。ホテ
ルよりバスに揺られること約1時間半。当地区の支援
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■卓話者：
　東村山警察署
　小笠原 澄夫 交通課長

｢交通事故情勢について｣いう卓話をしていただきました。
東村山警察署管内の交通事故の特徴は、警視庁管内の
事故の特徴とほぼ一致しているとのことです。

①平成21年度中の交通事故発生状況(警視庁管内)
　発生件数　56,541件
　前年比　　-5,191件 -8.40%
　死者数　　　 205人
� 前年比 � 　　-13人 -6.00%
　負傷者数　63,628人
� 前年比　　-6,059人 -8.70%
※色々な対策の結果、最少の死者数を達成した。最多
　は第一次交通戦争と言われた昭和35年の1,179人。

②平成21年度中の交通事故発生状況(東村山警察署管内)
　発生件数　775件
　前年比　 -164件 -17.50%
　死者数　　　5人
� 前年比　　　1人 25.00%
　負傷者数　831人
� 前年比　 -147人 -15.00%
※発生件数及び負傷者数は、最近10年間で最少となっ
　ています。

③警視庁管内の状態別・年齢別死傷者数
・四輪者乗車中の最多は
　高齢者 → 40代 → 若年層の順
・二輪車乗車中の最多は
　若年層 → 30代 → 25～29歳の順
・自転車乗車中の最多は
　高齢者 → 子供 → 50代の順
・歩行中の最多は
　高齢者 → 40代 → 30代の順
※高齢者の事故比率が非常に高い

④状態別死傷者数の都内全域との比較
・都内全域では
　四輪→自転車→歩行中→自動二輪→原付の順
・東村山署管内
　自転車→四輪→歩行中→自動二輪・原付の順
※四輪と自転車の順序が僅差で逆になっていますが概
　ね一致しています。
    
高齢者と自転車の事故が増加していますので、その対
策が今後急務となっています。
以上大変に興味深く聞かせていただきました。

■卓話者紹介：高橋幹事

■卓話

■五十嵐社会奉仕委員

本日當間委員長が欠席のため代わりに平和塔公園清
掃の事業内容を発表いたします。
実施日は3月28日(日)　9:00～12:00
集合場所 平和塔公園
服装はロータリージャンパーを着用、清掃会社は㈱
グランドマスター、お手伝いとして東村山市みどり
と公園課・東村山交通少年団・同消防少年団を予定
しています。多くの会員の参加を宜しくお願い致し
ます。

■田中ゴルフ部長

先般3月19日にクラブコンペをご案内致しましたが、
都合の悪い方が多いようですので延期致します。再
度ゴルフ部にて協議しまして4月か5月に開催致しま
すので、ご協力を宜しくお願い致します。

したロータリークリアランド1号地、ロハール村に到
着し、ノルウェーのＮＧＯにより建設された小学校
にてガイドさんや村長さんの説明を受けました。さ
らに地雷の実物と探知機を使っての実演、そして実
際に地雷を爆破する様も目の当たりにし、改めて地
雷の怖さを体験させていただきました。
メインの記念式典では、クメール人除去隊員を顕彰
する碑の除幕に続き、カンボジア王国政府により地
区への感謝状の贈呈など記念すべきセレモニーが行
われ感激に浸ったひと時でした。
ロータリーでの10年間にわたる支援を通して約6000
個の除去効果を挙げたと伺いましたが、まだまだ国
内には300万個以上が埋められていることを聞き、我
が耳を疑う思いでありました。自国の内戦、紛争に
より引き起こされた事とは言え、貧困と命の危険に
さらされた生活、これを支援することは国際的立場
よりの理解と協力なくして成し得ることはないこと
を痛感したものでありました。

■点鐘：杦山会長


