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こころの中を見つめよう
博愛を広げるために

和の心　自然に学びて未来を創ろう

■司会：
　石山例会運営委員長

■点鐘：小町会長
■会長報告 小町会長

本日は安部直前ガバナー補佐、高木直前分区幹事、東
京東大和ロータリークラブ池田会長、鈴木幹事、金野
会員、東京武蔵村山ロータリークラブ斎藤会長、内野
幹事様ようこそおいで頂きました。この様にお客様が
多いと例会場も活気づきます。7月に入りこれまで東京
東大和、東京青梅、東京福生中央ロータリクラブの例
会に野村幹事とお伺いしました。協議会を聞かせて頂
き各クラブさんの特色と抱負等がおおいに参考になり
ました。会員減少はどのクラブも悩みであります。減
少にともない出席率の低下も現れているようです。我、
ロータリークラブも32名のスタートですが45周年に当
たり野澤増強委員長のもと知恵を出し合い40名を目標
にスタートしています。また東日本震災の支援におい
ては福生中央さんが独自の支援活動を実行しているよ
うで感動しました。10日には八坂神社例大祭式典に参
列させて頂き本殿内で祈願され神楽が奉納されました。
日本人に生まれて良かったと実感し本年度のクラブテ
ーマ｢和の心　自然に学びて未来を創ろう｣を改めて強
い言葉と感じました。本日の協議会はクラブ奉仕部門
各委員長の一年の活動方針と計画を発表して頂きます。
熱き心の語りを期待しています。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣

◆ソングリーダー：
　熊木会員

■お客様紹介：
　當麻パスト会長

◆ビジター：
多摩分区パストガバナー補佐：安部　正男 様
多摩分区直前分区幹事：高木　裕 様
東京東大和ロータリークラブ会長：池田　公人 様
東京東大和ロータリークラブ幹事：鈴木　加津志 様
東京武蔵村山ロータリークラブ会長：斉藤　孝喜 様
東京武蔵村山ロータリークラブ幹事：内野　均 様
東京東大和ロータリークラブ：金野　眞一 様

■多摩分区地区役員委嘱状伝達：
◆地区米山奨学委員会
　野崎会員
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

32 24 0 6 80.00

■出席報告 野村(裕)例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：1名
■前々回出席率メークアップ修正後：96.77％
■前々会メークアップ者：
　赤木会員：理事会
　樋口会員：新宿西ＲＣ
　飯田会員：所沢ＲＣ
　石山会員：東大和ＲＣ

赤木クラブ管理委員長■ニコニコＢＯＸ

■会員誕生祝月：
　熊木会員

■ガバナー事務所：
・2011～12年度地区委員、クラブ会長・幹事名簿の訂
　正について

・ロータリー財団恒久基金寄付に関する変更事項につ
　いて
　①公益財団法人ロータリー日本財団が新たに恒久基
　　金の受入れを開始
　②確定申告用の領収書の発行について
　③レート情報や寄付書式の入手について
　④現金のベネファクター寄付は誓約書不要

・公式訪問に関する連絡について
　・｢簡素にして充実｣として、ガバナー1名で訪問を基
　　本とする
　・提出書類
　　①公式訪問スケジュール確認書
　　②効果的なロータリークラブとなるための活動計画
　　③2010-11年度活動報告、2011-12年度事業計画
　　④クラブ会員名簿

・｢思い出のアルバム｣の受理

■東京福生ＲＣ：
　｢夜間例会｣の案内の受理
　2011年7月27日(水)　18:00点鐘
　於　例会場(石川酒造内)
　卓話　第2750地区パストガバナー
　　　　新藤　信之 氏(東京立川こぶしＲＣ)
　会費　￥6,000

■東京福生中央ＲＣ：
　第2回多摩分区連絡会の案内について
　2011年8月3日(水)　16:00～
　於　料亭｢幸楽園｣

■心の東京革命：
　平成23年度賛助会費納入のお礼の受理

■例会変更：
　所沢中央ＲＣ
　7月18日(火)→祝日休会(海の日)
　8月15日(月)→特別休会(定款第6条-1-Ｃ)
　8月22日(月)→振替休会(納涼花火大会)
　　　　　　　 (8月20日(土)納涼花火大会(掬水亭))

■回覧：ハイライトよねやま
　　　　東京小平ＲＣ週報
　　　　東京臨海東ＲＣ15周年記念誌

■幹事報告 野村(高)幹事

◆斉 藤 様：東京東村山ＲＣの皆様本日は大変お世話
　　　　　　になります。東京武蔵村山ＲＣで本年の
　　　　　　会長を仰せつかりました斉藤と申します。
　　　　　　本日はよろしくお願い致します。
◆内 野 様：東京東村山ＲＣの皆様、本日はお世話に
　　　　　　なります。また、小町会長、野村幹事様
　　　　　　とは同じ会長幹事として1年間よろしくご
　　　　　　指導お願いします。
◆安部様、高木様：
　　　　　　山本直前会長、中丸直前幹事をはじめ東
　　　　　　村山クラブの皆様には1年間大変お世話に
　　　　　　なりました。
◆池田様、鈴木様：
　　　　　　本日は今年度のごあいさつに伺いました。
　　　　　　一年間ご指導よろしくお願い致します。
　　　　　　2011～12年度東大和ロータリークラブの
　　　　　　会長・幹事を努めさせて頂きます。どう
　　　　　　ぞよろしくお願い致します。
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本日のニコニコ合計：   81,700円
　　累　　　計　　：  186,700円

今日は、昨年度は何かとご指導ご鞭撻を賜り大変有難
うございました。特に昨年10月26日の会合のテーマは
キャッチアップトゥ90ということで、出席率90％を達
成しようということで議論頂きましたけれども、有意
義な大会になったと思います。そのように気憶してお
ります。皆さん本当に改めて厚くお礼を申し上げます。
それで、今日データをもって参りましたが、昨年度の
出席率ですけれども、東村山クラブさんは抜群の出席
率で、５月は94.75％、２月94.38％、11月は94.21％と
いうことで90％を越している月が10ヶ月ありまして、
90％を切っているのは4月だけでした。それでも89.25
％でした。まあ、郡を抜いた出席率を誇っているのか
なとそんな思いがしました。
先程小町会長から青梅クラブさんの話がありましたが、
データを見てみますと、多摩分区で青梅クラブさんが
出席率が1番悪く、年間を通して82.14％ですから。こ
れは私が常々思っているのですが、出席率が良くないと、
どうしても退会に結びついてしまうそんな思いをして
おります。
小町会長が話されたのでデータを見ましたら、何年か
前までは、2000年には76名だった会員が現在では39名
ですから、大幅に減少している、これは出席率が悪い
とどうしても会員が減少する、出席しなくてもいいん
だとなりますと、ロータリーの持つ意味がなくなって
しまうことで、39名という考えられない現象になって
しまいます。来週は青梅クラブさんに訪問いたしますが、
会員のことはタブーにしておきたいなと思います。
最後に昨年大変お世話になりました前年度会長の山本
様に記念品を持って参りましたので、受取頂きたいと
思います。大変どうもありがとうございました。

皆様今日は、1年間分区幹事を努めました高木裕でござ
います。どうも一年間有難うございました。山本直前
会長、中丸幹事また東村山クラブの皆様本当にお世話
になりました。
特に分区幹事会・分区連絡会あるいはＩＭ、あるいは
常日頃から大変親しくしていらっしゃる方々。個人的
には分区・地区で色々な方々と出会い、色々な話を聞
くことができました。特に各クラブのガバナー公式訪
問に随行しまして、大変勉強になりました。
これからもロータリークラブ・ロータリー活動を糧に
していきたいなと思います。これからもどうぞ宜しく
お願いします。一年間大変お世話になりました。あり
がとうございました。

■ゲスト挨拶

■多摩分区
　パストガバナー補佐
　安部　正男 様

■多摩分区直前分区幹事
　高木　裕 様

◆當麻会員：安部直前ガバナー補佐、高木直前分区幹
　　　　　　事、1年間ありがとうございました。
◆田中会員：多摩分区の重責の役員の皆様ようこそ東
　　　　　　村山においで下さいました。今年のＦＲ
　　　　　　Ｃ空掘川合同での清掃を企画いたしてお
　　　　　　ります。心からのご支援よろしくお願い
　　　　　　します。多摩カップ一次予選会、山宮支
　　　　　　店長大変お世話になりました。組合せ2位
　　　　　　一般男子も優勝できました。これからも
　　　　　　地域の発展、東村山の発展の為、頑張り
　　　　　　ます。
◆金 野 様：小町会長、野村幹事、1年間のご指導よろ
　　　　　　しくお願いします。
◆山本会員：安部前多摩分区ガバナー補佐、高木裕前
　　　　　　分区幹事、前期は大変お世話になりあり
　　　　　　がとうございました。本期もよろしくお
　　　　　　願いします。池田会長、鈴木幹事、金野
　　　　　　先輩、斉藤会長、内野幹事よろしくお願
　　　　　　い致します。
◆小町会長、野村幹事：
　　　　　　安部パストガバナー補佐、高木前分区幹
　　　　　　事、池田東大和会長、鈴木幹事、斉藤武
　　　　　　蔵村山会長、内野幹事、今日はようこそ
　　　　　　おいで下さいました。ごゆっくりお過ご
　　　　　　し下さい。
◆クラブ奉仕委員会：
　　　　　　先週の新旧会長幹事激励と慰労の会は皆
　　　　　　さんお世話になりました。無事引継ぎも
　　　　　　出来てクラブ一丸となってスタートした
　　　　　　ぞ！という感じです。これからも頑張っ
　　　　　　ていきましょう。
◆中丸会員：過日行われました多摩カップゴルフコン
　　　　　　ペで田中さん共々入賞しました。田中さ
　　　　　　んは実力、私は運良くの入賞です。山宮
　　　　　　さん賞品ありがとうございます。写真あ
　　　　　　りがとうございます。
◆嶋田会員：東大和ＲＣの皆さん大変ご苦労様です。
　　　　　　今年もよろしくお願い致します。また、
　　　　　　武蔵村山ＲＣの会長・幹事ご苦労様です。
　　　　　　よろしくお願いします。
◆隅屋会員：東大和ＲＣ安部正男様ようこそいらっし
　　　　　　ゃいました。
◆野澤会員：安部様をはじめ東大和の皆さん、そして
　　　　　　武蔵村山の皆さんようこそおいで下さい
　　　　　　ました。今年一年のご活躍をお祈りします｡
◆當麻会員、五十嵐会員、小町会長、野村幹事、
　戸澤会員、金子会員、石山会員、野村(裕)会員、
　目時会員：写真ありがとうございました。

■東京東大和ＲＣ
　会長　池田　公人 様
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2011～2012年度東京東村山ロータリークラブ臨時総会
定足数の確認をし成立する
第1号議案　東京東村山ロータリークラブ細則改正
・各会員に7月1日付けで郵送済み。
・改正の理由、改正の範囲、改正内容を説明をし出席
　会員全員の賛成得る。
・改正細則の施行日を平成23年7月1日とする。

東京東村山ロータリークラブ臨時総会議案
第１号議案　東京東村山ロータリークラブ細則改正

提案理由：
東京東村山ロータリークラブ定款の改正により、｢新世
代奉仕｣が第5奉仕部門として新設され、東京東村山ロ
ータリークラブ細則と東京東村山ロータリークラブ定
款とを整合させるため。

東京東村山ロータリークラブ細則改正案
(1)第7条を次のとおり改正する。

第7条　委員会
第1節　(a)会長は理事会の承認の下に次の常任委員会
　　　　　を設置しなければならない。
　　　　　クラブ奉仕委員会
　　　　　職業奉仕委員会
　　　　　社会奉仕委員会
　　　　　国際奉仕委員会
　　　　　新世代奉仕委員会
　 　　(b)会長は、理事会の承認の下に、クラブ奉仕､
　　　　　職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕及び新世代
　　　　　奉仕委員会について、必要と考える特定分
　　　　　野を担当する委員会を設置するものとする｡
　　　 (c)会長は、職権上すべての委員会の委員とな
　　　　　るものとし、その資格において委員会に付
　　　　　随するあらゆる特典をもつものとする。
　　　 (d)各委員会は本細則によって付託された職務
　　　　　およびさらにこれに加えて会長または理事
　　　　　会が付託する事項を処理すべきものとする｡
　　　　　理事会によって特別の権限を与えられた場
　　　　　合を除き、これらの委員会は、理事会に報

■臨時総会

■司会：野村(高)幹事

■小町会長

皆様改めまして今日は、先程ご紹介頂きました今年度
東大和ロータリー会長を仰せつかりました池田と申し
ます。宜しくお願い致します。
本日は、新メンバーも加わり鈴木幹事共々参りました。
今日、東大和クラブのメンバーが1人多いのですが、私
の応援に来てくれたのだと思います。
本日皆様ご覧になられたと思いますが、朝3時半から女
子サッカーワールドカップの試合があり、なでしこジ
ャパンが見事スウェーデンを下して決勝進出しました。
決勝戦は来週月曜日です。ワールドカップでなでしこ
ジャパンがメダルを獲得するというのは歴史上初めてで、
素晴しい歴史の1ページを開くことになります。
ところで今年度は、親クラブ東村山ロータリーさんが
創立45周年、私共東大和クラブも創立45周年という節
目の年でございます。
東村山クラブは来年2月23日記念式典を開催されると伺
っています。私共クラブは、具体的な日は決まってい
ませんが、来年5月に記念事業を行いたいと思っており
ます。またその節には、皆様方に是非ご協力をお願いし、
ご参加して頂きたいと思いますが、先程のなでしこジ
ャパンではありませんが、歴史の1ページに残るような
素晴しい企画ができればいいかなと思っていますけれ
ども、なかなか難しいと思いますので、何とかメンバ
ー皆の気持ち・心に残るようなイベントが出来たらと
そんな風に考えております。是非又時期がきましたら、
大勢の参加を頂ければ有難いなと思います。
それでは、未熟な会長ですけれども頑張っていきたい
と思いますので、皆様方宜しくお願い致します。

皆様改めまして、武蔵村山ロータリークラブの本年度
会長を仰せつかりました斉藤でございます。宜しくお
願い致します。私は、ロータリークラブに入会して僅
か4年経ったところですので、なかなか解らないことが
多く、勉強中でございます。
今日私共のクラブからは幹事の内野共々参りました。
私同様宜しくお願い申し上げます。本年度当クラブは、
ＩＭのホストクラブに当たり、10月12日には幹事役を
仰せつかっておりますので、又その時には宜しくご指
導お願い申し上げます。いずれにしましても私は何処
に行っても勉強だと思っております。
よく言っているのは、節電のことですが、これは恐ら
く景気が悪くなる。節電は困りますが、そうではなく
て日本の皆様が皆で楽しい節電の仕方を勉強すると変
わってくるのではないかなと思っております。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

野村(高)幹事の司会により、会則に従い小町会長が議
長に選出され、小町議長は開会を宣言し、本総会は適
法に成立した旨を述べ、以下の議案を審議した結果、
全員異議なく賛成し、可決確定した。

■東京武蔵村山ＲＣ
　会長　斉藤　孝喜 様
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　　　　　告してその承認を得るまでは行動してはな
　　　　　らない。
第2節　クラブ奉仕委員会
　　　 (a)クラブ奉仕委員会委員長は、クラブ奉仕の
　　　　　諸活動全部に対して責任をもち、かつクラ
　　　　　ブ奉仕の各特定分野について設置されたあ
　　　　　らゆる委員会の仕事を監督、調整する任務
　　　　　をもつものとする。
　　 　(b)クラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の
　　　　　各委員会を設置するものとする。
　　　　　例会運営委員会
　　　　　クラブ管理委員会
　　　　　会員増強委員会
　　　　　プログラム委員会
　　　　　会員研修委員会
　 　　(c)会員研修委員会は、3名の委員をもって構成
　　　　 されるものとし、毎年1名の委員を3年の任期
　　　 　をもって任命するものとする。本規定に基づ
　　　　 く最初の任命は次のごとく行うものとする：
　　　　 1名は1年、1名は2年、1名は3年の任期をもっ
　　　　 て、任命する。(平成18年12月14日改正)
第3節　社会奉仕委員会
　　　 社会奉仕委員会委員長は、社会奉仕の諸活動全
　　　 部に対して責任をもち、かつ社会奉仕の各特定
　　　 分野について設置されたあらゆる委員会の仕事
　　　 を監督、調整する任務をもつものとする。
第4節　国際奉仕委員会(平成18年12月14日改正)
　　　 (a)国際奉仕委員会委員長は、本クラブ国際奉
　　　　　仕活動に責任をもち、国際奉仕の諸特定分
　　　　　野について設置されるあらゆる委員会の仕
　　　　　事を監督し、これを調整する任務をもつも
　　　　　のとする。
　　　 (b)国際奉仕の特定分野について次の委員会を
　　　　　設置するものとする。
　　　　　ロータリー財団委員会
　　　　　米山奨学会委員会
第5節　新世代奉仕委員会
　　　 (a)新世代奉仕委員会委員長は、本クラブ新世
　　　　　代奉仕活動に責任をもち、新世代奉仕の諸
　　　　　特定分野について設置されるあらゆる委員
　　　　　会の仕事を監督し、これを調整する任務を
　　　　　もつものとする。
　　　 (b)新世代の特定分野について次の委員会を設
　　　　　置するものとする。
　　　　　青少年交換委員会

(2)第8条(委員会の任務)第3節、第4節及び第5節を次の
　とおり改正する。

第3節　社会奉仕委員会。この委員会は、本クラブ会員
　　　 がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえ
　　　 に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案
　　　 し、これを実施するものとする。この委員会の
　　　 委員長は、本クラブの社会奉仕活動に責任をも
　　　 ち、社会奉仕諸特定分野について設置される委
　　　 員会の仕事を監督し、これを調整するものとする｡
第4節　国際奉仕委員会。この委員会は、本クラブの会
　　　 員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸責
　　　 務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与える
　　　 ような方策を考案し、これを実施するものとする｡
　　　 (a)ロータリー財団委員会。この委員会はロー
　　　　　タリー財団に関する諸責務を遂行するもの
　　　　　とする。(平成18年12月14日改正・平成20年
　　　　　4月17日改正)

　　　 (b)米山奨学会委員会。この委員会は米山奨学
　　　　　会に関する諸責務を遂行するものとする｡
　　　　　(平成18年12月14日改正・平成20年4月17日改正) 
第5節　新世代奉仕委員会。この委員会は、本クラブの
　　　 地域の青少年、若者の新世代問題に対する諸責
　　　 務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるよ
　　　 うな方策を考案し、これを実施するものとする｡
　　　 この委員会の委員長は本クラブの新世代奉仕活
　　　 動に責任を持ち、新世代奉仕の特定分野につい
　　　 て任命されたあらゆる委員会の仕事を監督し、
　　　 これを調整するものとする。
　　　 (a)青少年交換委員会。この委員会は青少年交
　　　　　換に関する諸責務を遂行するものとする。

(3)附則を次のとおり改正する

附則　第3条　この細則は2011年7月1日から施行する。

皆さんこんにちは。今年度クラブ奉仕委員長を仰せつ
かりました中丸でございます。常日頃、会員の皆様に
は大変お世話になって居ります。今年度は小町会長の｢和
の心 自然に学びて未来を創ろう｣のテーマのもと、5つ
の活動方針が示されました。この活動方針に基づき、
全クラブメンバーが一致団結して楽しく魅力あるクラ
ブ運営を行えるよう、会長・幹事に協力し各委員長と
連携を密にして活動して行くことに努めます。
またクラブ創立45周年の節目にあたり、45周年実行委
員会に協力し周年事業の成功はもとより、将来に向け
た会員の増強や｢和｣を基にしたクラブのあり方を考え
て行きたいと思っています。
クラブ奉仕委員会は5つの委員会の包括委員会ですので
各委員長を紹介いたします。例会運営委員長はいつも
明るく元気な若手のホープ、明るく規律ある例会にし
てくれるであろう石山敬会員。プログラム委員長に経
験豊富、人脈豊富まさに適任な目時俊一会員。クラブ
管理委員長に会計から解き放たれ、週報も担当し今ま
での数字から文字に変わって元気一杯？の赤木盛一会員。
会員増強委員長にご存じ実績抜群、増強ならおれに任
せろと言ったかどうかわかりませんが、45周年実行委
員長も兼務する野澤秀夫会員。会員研修委員長にロー
タリーを語らせたら当クラブで1、2を争う論客、難し
い事もきっと易しく説明してくれるであろう町田清二
会員。以上の素晴らしいメンバーが揃い、唯一の問題
がクラブ奉仕委員長だと言われないよう頑張りますの
で皆様、宜しくお願い致します。

■クラブ協議会

■司会：野村(高)幹事

■中丸クラブ奉仕委員長
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皆さんこんにちは。今年度例会運営委員長を務めます
石山敬です。相羽副委員長・町田委員・山本委員・村
田委員・山宮委員・野村委員の7人で1年間運営してま
いります。例会運営員会は仕事が多く、いろいろと大
変になりそうですが、準備・進行等がスムーズにいく
ように、皆様ご協力よろしくお願いいたします。
それでは活動方針を発表いたします。
1.委員全員が一致団結してスムーズな例会の進行に努め、
　有意義で素晴らしい例会を毎回開催していく。
2.小町会長、野村幹事の意向に沿った例会にするため
　に日々改善・改革に努めていく。
3.明るく楽しく清潔で、会員はもちろんのこと、お客
　様にも喜んで頂ける会場づくりを常に心がけていく。
以上3点を念頭に置き、活気を出して例会参加者を増や
す努力を重ね、まだまだ未熟者の私に委員長が務まる
かどうか不安な状態ではありますが、引き受けた以上
全力投球で頑張ってまいりますので、皆さん1年間どう
ぞよろしくお願いいたします。

■石山例会運営委員長

冒頭大変ショックを受けました。あの青梅クラブさん
が会員37名まで減少したとは信じられません。当クラ
ブは、このような状況にならないよう、皆で頑張らな
ければならない。
今年度のプログラム委員会は、副委員長に中條会員、
委員に神﨑武の3名で一年間活動致します。年間の例会
は23回、そのうち13回はクラブ協議会、ガバナー訪問
等により行事が決まっていて、これを除くと10回の卓
話になります。本年度の会長方針によって会員の卓話
を取り入れること、そして緊張感のある卓話を忠実に
守って、一生懸命頑張ります。
さて、来月8月は、会員増強月間でありますので、委員
長の野澤会員に卓話をお願いしたい。また、9月は新世
代奉仕月間でありますので、委員長の村田会員の卓話
というように、今後は月間の委員長の卓話を行い、緊
張感のある例会、それから特に、外部の卓話者の場合、
出席委員長と連携し、出席率を高め、外部卓話者に失
礼のない会員出席のもとで卓話を行えるよう、宜しく
お願い致します。

■目時プログラム管理
　委員長

本年度当クラブは創立45周年を迎えますので、まず周
年行事の成功、そして委員会の責任を理解し、会長方
針に基づきクラブ運営が円滑に行われるよう取り組ん
でまいります。
事業計画
1.会員旅行・家族親睦行事・夜間例会等を通じ会員相
　互のコミュニケーションを図り、会員そして会員家
　族に思いやりが深まる親睦活動に努めます。
2.的確なクラブの活動状況を伝達できる週報の作成に
　努めます。
3.会員の地域行事への積極的な参加を通じ、機関紙｢ロ
　ータリーの友｣を数多く紹介し、地域社会に幅広い広
　報活動に努めます。
4.国際奉仕委員会と連携し、世界大会の参加を含め親
　睦活動を通じ、ロータリアンとしての国際交流を図
　ってまいります。

■赤木クラブ管理委員長

皆様今日は、今年度大役を仰せつかりました野澤です。
活動方針、事業計画につきましては、クラブ概況に載
せてあります。
当委員会は、久しぶりに大ベテラン2名、村越副委員長
と隅屋会員で構成されました。これは大先輩にこうい
うことを言うのは大変失礼ですが、大先輩をこのまま
眠らせておくのは良くないから、ロータリーの中で眠
らずに活動しなさいというお言葉と思って、早速今日
の活動方針発表の前にお知恵拝借ということで、一時
間前に応接室に集まりました。さすが、大ベテランで、
素晴らしいお知恵を頂きました。
この中で、毎年度会員増強委員会が素晴らしい知恵を
出し合って企画したが、正直言って、それほどの効果
が見られなかったのが実状でした。今年はそれをクリ
アーできるか否かは大先輩二人の行動力にかかってい
るわけですが、なりふりかまわずと言う訳にはいかな
いが、違った意味で今年はロータリーをＰＲしてみよ
うかと思っています。ＰＲの方法として、市報を活用
するのは無理としても、例えば福祉だよりに広告を載
せる、あるいは色々な機関から発行されている機関誌
に会員を勧誘するという広告ではなく、ロータリーを
未だ駅前ロータリーの集まりですか？という人もいる
わけですから、ロータリークラブをご存じですか、ロ
ータリーは国際的な奉仕活動をしていますよ、そうい
う活動に是非参加してみませんかというキャッチフレ
ーズでＰＲと同時に会員を募集する方法です。また、
各種団体の名簿からリストアップしてそこから訪問す
る方法等、そして内部的には、会員としての条件の整理、
会費・入会金・出席率の問題等の整理です。体験入会
をしてよく理解してもらうのも、退会防止の一案です。

■野澤会員増強委員長



東京東村山ロータリークラブ

■点鐘：小町会長

本年度国際奉仕委員長の戸澤です。
副委員長に飯田会員、委員に髙橋会員の三名で一年間
活動いたします。
16年前小町会長が幹事の年に世界大会がシンガポール
で開催されました。私がロータリーに入会して3年目の
時でした。其の時当クラブの参加者は25名位でした。
私はロータリーの国際大会に初めての参加でしたので
その規模の大きいのには感動しましたが、その反面観
光に行ったマーライオンの大きさは想像以下でしたの
でがっかりした思い出があります。
それ以来サンアントニオ・シカゴ・モントリオール・
大阪・ロサンゼルスに参加しました。
今年度はタイのバンコクで来年24年5月6日～9日開催の
予定です。
バンコクは高温多湿で、又現在政情も不安定でありま
すが、早い時期に計画を立て、皆様に提示致します。又、
今回は現地に於いて余裕を持って行動したいと思いま
すので、一人でも多くの人の参加を望みますので宜し
くお願い申し上げます。

さらに、過去に退会した人に対し、再入会を促してみ
たい。色々な方法を考え、会員増強に努めます。
最後に、8月は、会員増強月間でありますので、これぞ
三人で知恵を絞って、皆様の協力がなければ会員増強
はできませんので、8月4日の例会にはどのような例会
運営をするのか、早速検討し、臨んでいきたいと思い
ます。

■戸澤国際奉仕委員長

■23年6月出席表
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