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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2167回例会 2011.5.19

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　田中例会運営
　副委員長

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

皆様こんにちは。17日(火)、18日(水)の炉辺会合は皆
様大変お疲れ様でした。次年度の会長方針｢和の心 自
然に学びて未来を創ろう｣が発表され、同時に各次年度
委員長さんへの活動要望事項も発表された事と思います。
小町次年度会長の素晴らしい人柄と、ロータリークラ
ブに対する熱い気持ちと、また東村山ＲＣがこれから
歩んでいく方向性をも問いかけている、とても小町次
年度会長らしい素晴らしいスローガンだと私は感じて
います。
会員の皆様も次年度会長の熱い気持ちと思いを理解さ
れて、次年度は45周年の式典も控えております。是非
とも絶大なるご協力とご支援をよろしくお願いしたい
と思います。
さて、私の年度の例会も少なくなって来ました。本日
が100％例会(欠席の方のメークアップのお願いをよろ
しくお願いします。)、そして北久保会員と熊木会員の
イニシエーションスピーチです。北久保会員、熊木会員、
後程よろしくお願いします。
来週26日は、渡辺市長の卓話をお願いしてあります。
ご期待下さい。6月に入り2日(木)は赤木会員と樋口会
員のイニシエーションスピーチです。9日(木)は8日(水)
のＦＲＣに例会変更。16日(木)は親睦旅行。皆さん大
いに楽しみましょう。23日(木)はクラブ協議会四奉仕
部門の後期を振り返って。30日(木)はいよいよラスト
です。会長幹事の後期を振り返ってで本年度の幕を引
かせて頂きます。八坂神社での例会は今日を入れて4回
です。｢たつ鳥 後を濁さず｣と申しますので、気合を入
れて頑張りたいと思いますので、是非皆様も最後の例
会出席の向上にご協力をお願い致します。後もう１点。
ラストの追い込みでの会員増強での、2名の方、私の推
薦の(株)興建社の金子様、樋口会員の推薦のイーグル
情報システム(株)の霊鷲様の現状は、委員長報告にて
漆原増強委員長より報告をお願いしたいと思います。

それではスローガンを復唱させて頂きます。｢温故知新｣
古き を たずね 新しきをしれば もって師となるべ
し。
①例会に出席し、メンバー間の懇親を深め、自分自身
　に有意義な例会を見つけよう。
　そして自分自身の例会出席の楽しみを見つけよう。
②例会を欠席したら、メークアップを必ずしよう。
③入会時のスポンサーは新人メンバーのメークアップ
　の面倒を必ず見よう。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣

◆ソングリーダー：
　野澤会員

■お客様紹介：
　嶋田パスト会長

◆ゲスト：
・東村山交通少年団団長
　山田　修 様
・東村山消防少年団
　渡辺　経夫 様
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■米山奨学委員会：
　在京会長エレクトおよび次年度クラブ米山奨学委員
　長セミナー開催の案内の受理
　2011年6月9日(木)　16:00～
　於　ハイアットリージェンシー東京

■東京都青少年活動(心の東京革命)：
　第7回東京子ども応援協議会総会の案内の受理
　2011年6月1日(水)　13:30～
　於　都議会議事堂1F 都民ホール

■ガバナー事務所：
・地区ロータリー財団補助金の利用方法案に関する各
　クラブ検討案について
　必要な場合のみ5月27日(金)までに回答
　添付書類
　①2011-12年度ロータリー財団補助金の利用方法案に
　　関するアンケート調査結果、地区協議会ロータリ
　　ー財団部門協議サマリー並びに各クラブ検討案の
　　紹介
　②ロータリー財団補助金プロジェクトに関するアン
　　ケート集計結果
　③地区協議会ロータリー財団部門別協議会テーブル
　　協議サマリー
　④各クラブの現時点での日本復興プロジェクト具体
　　案回答書

・｢ＲＩ会員増強・拡大賞｣報告のお願いについて

■多摩分区ガバナー補佐：
　多摩分区次年度ガバナー補佐・分区幹事激励会の案
　内の受理
　2011年7月9日(土)　18:00～
　於　フォレストイン昭和館

■スポーツ祭東京2013東村山市実行委員会：
　スポーツ祭東京2013東村山市実行委員会第2回総会の
　開催についての案内の受理
　2011年6月11日(土)　10:30～
　於　サンパルネ2Ｆ

■例会変更：
　東京福生中央ＲＣ
　5月25日(水)休会→新入会員歓迎　移動例会

■回覧：
　ハイライトよねやま
　東京小平ＲＣ週報

昨日、一昨日と炉辺会合がありました。小町次年度会長、
野村次年度幹事、並びに各会員の皆様お疲れ様でした。
また会員の皆様からご要望のありました、樋口会員、
山宮会員、野村(裕)会員の新入会歓迎会を5月27日(金)
午後6時30分よりたきびにて行います。会費8000円です。
多くの皆様のご参加をお願いします。 在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

34 29 1 3 90.91

■出席報告 中條例会運営委員

■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：90.32％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：東大和ＲＣ
　石山会員：ｅクラブ
　野澤会員：武蔵村山ＲＣ
　嶋田会員：所沢中央ＲＣ
　杦山会員：日高ＲＣ
　田中会員：地区協議会
　山宮会員：立川ＲＣ

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■幹事報告 中丸幹事

■ご結婚祝月：野澤会員

④食事の廃棄を少なくする為に例会を欠席する時には、
　前々日までに事務局に連絡を入れよう。
⑤夜間例会、懇親会、旅行に奮って参加しメンバーの
　懇親を深めよう。
⑥クラブメンバーの全員卓話を盛り上げよう。
⑦マイ箸を失くさない様に使おう。
⑧交換留学生をしっかりと育てよう。
⑨阿部ガバナー補佐の掲げた、キャッチアップ90
　(出席率90％以上)を実現しよう。
残りの例会は後わずかです。90％と言わずに是非100％
を目指して会員皆様のご協力をよろしくお願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。また本日も義援金BOX
を回します。6月20日締切りです。ご協力をよろしくお
願いします。
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本日のニコニコ合計：   39,000円
　　累　　　計　　：1,216,019円

■奨学金授与

日頃は交通少年団にご支援賜り誠にありがとうござい
ます。また本日は貴重な浄財をいただき誠にありがと
うございます。東村山警察署、交通安全協会と協力し
て自転車教室を開催し、子供たちに安全指導をしてお
ります。引き続きこれからも活動をしっかりして参り
ますので、ご指導・ご協力をよろしくお願い致します。

■東村山交通少年団
　団長　山田 修様

お世話になります。本日いただきました育成資金を消
防少年団の活動に有意義に使わせていただきます。あ
りがとうございました。

■東村山消防少年団
　渡辺　経夫様

市議会議員選挙でめでたく当選されました、北久保、
熊木両会員の卓話を楽しみにしております。本日は戸
澤例会運営委員長のもと、皆さんで100％出席例会にく
じ引き着席の思考を出していただきキャッチアップ90
実現に華を添えて頂きました。6月は延期されたＦＲＣ
合同例会と親睦旅行が予定されています。楽しみにし
て下さい。
2011～2012年がいよいよ始動します。次年度に向けて
昨日、一昨日と炉辺会合を開催させていただき多くの
会員に出席頂きありがとうございました。45周年の節
目であり幹事そして会員皆様と一丸となって楽しいク
ラブ運営をしていきたいと思います。会合に欠席され
た方には本日、会長方針と一部訂正しました組織表を
配布させて頂きました。会合では各委員長へ依頼事項
をお伝えし、熱い議論を交わさせて頂き、その後の懇
親会も楽しい一時でした。各委員長さんには話し合い
の内容も踏まえて活動方針、事業計画を作成し5月末ま
でに幹事に提出願います。45周年野澤実行委員長もス
タートします。周年事業を一致団結して成功に導きま
しょう。

■委員長報告

■小町クラブ奉仕委員長

■育成資金贈呈：
　東村山交通少年団

■育成資金贈呈：
　東村山消防少年団

◆木下会員：皆さんこんにちは。大変お世話になり
　　　　　　ました。私も体調が優れず退会させて
　　　　　　頂きます。今後益々のクラブの発展を
　　　　　　祈念致します。体調が戻りましたら、
　　　　　　また皆様とご一緒できるのを楽しみに
　　　　　　しています。
◆中丸幹事：田中さん、明日は埼玉県クラブ対抗ゴ
　　　　　　ルフ予選ですね。こだま神川ゴルフク
　　　　　　ラブの名誉のため、ご健闘をお祈りし
　　　　　　ています。死ぬ気で頑張って下さい。
◆野澤会員：北久保さん、熊木さん、当選おめでと
　　　　　　うございます。また熊木議長就任重ね
　　　　　　ておめでとうございます。二期目での
　　　　　　議長は東村山市議会では過去に例が無
　　　　　　いそうです。新たな歴史の始まりです｡
　　　　　　頑張って下さい。
◆戸澤会員：北久保さん、熊木さん、本日のイニシ
　　　　　　エーションスピーチ期待しています。
◆小町会員：5月17日、18日、二日間の次年度炉辺会
　　　　　　合に多くの出席ありがとうございまし
　　　　　　た。各委員長さん5月末日までに活動方
　　　　　　針と事業計画を提出下さい。
◆田中会員：北久保会員、熊木会員、この度の市議
　　　　　　選ご当選おめでとうございます。バン
　　　　　　ザイ!!バンザイ!!バンザイ!!
◆山本幹事、中丸幹事：
　　　　　　皆様17日、18日、炉辺会合お疲れ様で
　　　　　　した。小町次年度会長の応援よろしく
　　　　　　お願いします。北久保会員、熊木会員
　　　　　　イニシエーションスピーチよろしくお
　　　　　　願いします。
◆北久保会員、熊木会員：
　　　　　　本日はよろしくお願いします。
◆漆原会員：山田さん、渡辺さん、今日はようこそ
　　　　　　いらっしゃいました。
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■卓話(イニシエーション･スピーチ)

■卓話者：北久保会員

さきほどの東村山市議会議員選挙におきましては本当に
お世話になりありがとうございました。おかげさまでこ
こに立つことができるようになりました。二期目に関し
ましては去年の9月頃ですが他の市の議員から｢二期目は
大変ですよ｣という話を聞いていました。大変だというの
は選挙活動に回ってみて分かったのですが、｢実績がある
から大丈夫だよ｣と皆さんに言われるのですが実績はない
と思っていますので、その一言が怖いなと思い必死にな
ってやらせていただきました。一期目はただ夢中でやり
ましたが、二期目は分かっててやりますのでその中でも
初心にかえって夢中でやっていこうと思っております。1
年目に関しては訳も分からない中でやりましたので、終
わった時には生意気にも議員はこんなものかなと思って
しまったのですが2年目には活動の範囲が少し広がったか
なと思います。3年目、4年目になりますと少し分かるよ
うになりましたので、全速力で全力投球できたと思います。
二期目に関しては最初から分かりますのでまた全力投球
で頑張っていきたいと思っております。
昨日、臨時議会が開かれまして今回は熊木さんが議長で
やらせていただいております。そんな中、自民党公認推
薦が7名当選、無所属の方が1名加わり8名になりました。
そして公明党さんが6名で、25名の議員の中で14名を与党
で占めることになりました。しっかりとこの14名がまと

まれば本当にいい町づくりができると思っております。
熊木さんと自民党市議団の代表であります肥沼さんをし
っかりと支えていきたいと思っております。私は市議会
常任委員会の生活文教委員会の委員長をやることになり
ました。常任委員会には他に政策総務委員会、環境建設
委員会、厚生委員会と全部で4つの委員会からなります。
また、当選したらぜひにと考えておりました、昭和病院
組合議会議員もやらせていただくことになりました。後
援会の方やいろいろなところから病気の相談を受けるので、
病院とお付き合いしておきたいと思い、やらせていただ
こうと思っておりました。
また、野火止用水保全対策協議会委員、今回は東村山市
は幹事市ということで私がやらせていただきました。
他に総合計画の委員会に所属、各農業者団体や商工会の
方から自民党からしっかりした方を出してほしいという
要請もあり生活文教委員会もそうですが東村山市農業委
員会委員もやらせていただくことになりました。他に東
村山市民生委員推薦会委員の委員長、東村山市救急業務
連絡協議会参与も兼務することとなりました。二期目で
議長は本当に大変だと思います。熊木議長と新人9名も加
わって東村山市の議会も変わってくるなとの印象を受け
ております。
道路についてですが、道路整備率は東久留米市は53％、
清瀬市が34％、東大和市が70％、武蔵村山市が50％、東
村山市はというと18.5％です。近隣市から東村山市に入
ると渋滞が始まるというのが現状です。この数字は東京
都で一番低い数字です。それだけ近隣市より道路整備が
遅れているということなので、真剣に取り組み改善して
いきたいと思っております。都市計画素案説明会が5月21
日に開かれますが簡単に説明させていただきます。これ
は多摩湖町堤防の下あたりから府中街道を通り過ぎてそ
の先までの計画道路です。西武遊園地駅のガードを起点
に始まり、四中の前を通って弁天橋をかすめて久米川町4
丁目の交差点の手前を通って久米川東小学校までまっす
ぐ伸びる道路です。これが久米川小学校の先で止まって
いるのですがこれは止まっているわけではなく、ここに
は駅前の道路がまっすぐ延伸してここにぶつかる形にな
っています。今回は弁天橋から府中街道までを重点的に
やることになっております。また、松が丘から野行通り
までをつなげる道路が延伸する予定であります。今日の
午後にはきちんとした図面ができますので皆さんにはコ
ピーでお渡ししたいと思いますのでよろしくお願いいた
します。本日はありがとうございました。

クラブテーマ｢和の心 自然に学びて未来を創ろう｣とさ
せていただきます。3月の震災、原発が様々な問題を投
げかけています。日本の長い歴史の中で多くの災害を
も乗り越えて育て上げた日本人の心が世界で注目され
ています。家族、仲間、地域の和を大切に自然と共存
し未来に引き継ぐ子供たちへ輝く日本を創っていきた
いです。この国に生まれたことに感謝し人としてロー
タリアンとして誇りと品格を持っていこではありませ
んか。

山本会長からもご報告ありましたとおり、5月11日ごろ
に(株)興建社の副支店長の染矢様にお会いしてきました。
3階応接室にてお話をお伺いし、ロータリーに興味があ
り、是非入会してみたいとの事でした。社長様に稟議
確認中で、かなり良い感じです。
また5月15日には樋口会員のご紹介でイーグル情報シス
テム(株)の霊鷲社長様にお会いしてきました。ご本人
奉仕活動に興味を持たれ、6月いっぱい仕事が忙しいの
で、新年度からのスタート予定で話は進んでおります。

■漆原会員増強委員長

もはや統一地方選から1か月がたち、その節は皆様に大
変お世話になりありがとうございました。北久保会員
とともに二期目でござますが、北久保会員は票を伸ば
され2位の当選ということで立派な成績で、私はなんと
か7番目で当選することができました。本当にありがと
うございました。昨日の臨時議会では議長という大役
を仰せつかりました。他市では例があるようですが東
村山市では二期目の議長は今までに例のないことで私
でいいんでしょうかという話をさせていただきました。
東村山の自民党総支部の会長土方先生にもお許しをい
ただきまして、先輩議員の肥沼代表、北久保幹事長で
なんとか教育をしていただきたいと思っております。
昨日はまず議長を決めないと何も始まらないというこ
とで、11時前には決まり、それから夜8時半までなんだ

■卓話者：熊木会員
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■点鐘：山本会長

か一人で話をしていたような気がします。その間、議
案も6議案ありましてなかなか厳しい民事の議案から入
り、四中の耐震の工事と久米川小学校の屋内体育館の
改築がありました。その前に4月の初めに談合の情報が
入りいろいろな調査を進めてまいりましたが、名誉な
のか不名誉なのかその中にまったく関わりもないので
すが私の名前があり、議長としてそのあたりつつかれ
るかなと思っていましたが、そこはなく済み、本人と
しては有難いのですが実はその1つの久米川小学校です
が、談合通りの業者が受注をしました。それも最低価
格1,000円までがまったく一緒だったのでこれははなは
だ怪しいなと与党議員としては思うところでありますが、
市としてはいろいろな調査をした結果、談合の疑いは
なし、ということで昨日もそれで突っぱねたのですが、
野党としては納得できないということで、かなり時間
がかかりました。特に草の根という2人の会派がありま
してその方々は突っ込んできまして言いたいことは分
かるのですが、私も議長の立場としては止めていかね
ばならない、その所では初日からしんどかったなと思
っております。昨日決まる前に他の会派からも呼ばれ
まして、｢議長として何がしたのか｣と質問攻めにあい
ました。実際に押されてでた議長であったとしても、
やはり最終的には自分がやりたいから議長になったと
いうことになります。それはご理解いただきたいて私
もその時には自分でやるんだと説明をしてまいりました。
他の会派から言われることはみなさん｢議会を変えてほ
しい｣ということでした。前議長の川上議長もそれには
力を入れておられたので、歴代の先輩議員のやってき
たこと、その思いを踏襲してはいけないのだろうと思
いながらもそれを守っていかなければいけない。そん
な中で他の会派の方と話をしながら、約束はしないま
でもそういう方向ではいきたい、新しく開かれた議会、
議会改革、何が議会改革というのか細かいことはまた
教えてくださいというお願いをしてきたのですが、他
の会派の方からも了承いただき最終的に昨日議長に決
定した次第であります。山本会長の方針にも｢温故知新｣
という言葉がありますが、私も造語でありますが｢温故
創新｣を訴えていきたいと思っております。今までの伝
統を踏まえながら新しい発想を加えて新しい道を進ん
でいきたいという思いで議長あいさつでもお話させて
いただきました。2期目の議長ということで、責任の重
さと事の重大性に昨日になってはじめて気付いた次第
であります。北久保議員にもかけていただいた梯子を
外していただかないようにぜひ後押しをしていただか
ないといけないなと思います。ここにいらっしゃる皆
さんにも温かい気持ちでご支持ご声援をいただければ
と思っております。議長だからといって議員職とかわ
りはないと私は思っておりますが、ただただ出ていく
場所がふえたなと実感しております。
これから続く議長になられる方がなるべく苦労しない
でできるような方向性がつくれればと思っています。
先ほどの北久保会員から道路の話がありましたが、と
もに駅前の27号線、今さくら通りといっておりますが
そちらも延伸しております。あと4～5年では開通する
予定です。また東久留米の市場のほうからきている北
部医療センターのところの道路も今年度中には開通す
る予定でございます。またそのぶつかったところの恩
多街道も歩道をつけて広げるようにしてくださいとい
うお願いを北久保議員としてきました。また右折レー
ンがなく混んでるところも右折レーンをつけてくれる
ようお願いしてきました。時間はかかるかもしれませ
んが徐々に整備できるのではないかと思っております。
震災の後、やはり大きな道路がないと復旧ができてい
かない、もしものときにどこから整備していけばいい

かと非常に悩ましいところです。ただ道路をつくるに
は資金がかかるのでやりたいけどできないというとこ
ろもございます。特に久米川町にはいろいろな道路が
入ってきまして、これから各責任者の方々にはご迷惑
をおかけすることになると思いますし、先ほどの松が
丘からくる道路が鉄道の下を抜けて久米川町1丁目に入
ってくるわけですが、完全に道路が掘割ですすんでし
まうと町が分断されてしまうということで、私も賛成
してよいやら反対しなければいけないやらで皆様の声
を聴いていきたいと思っております。　
議長になりまして、またの機会でもいろいろお話でき
ることがあると思います。本当に選挙ではお世話にな
りました。また議長としても頑張っていきますのでど
うぞよろしくお願いいたします。
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