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奉仕を通じて
平和を

和で輪を広げ、前に進もう
■司会：
　相羽例会運営委員

■点鐘：中丸会長

■会長報告 中丸会長

　皆さんこんにちは。気候も大分秋めいてまいり
ました。快適な気候のもと一日一日を大切に過ご
して行きたいと思っています。
　会長を仰せつかってから早や三カ月が過ぎまし
た。会員各位には満足頂ける会長ではありません
が、残り9カ月弱を精一杯頑張りますのでご協力
のほど、宜しくお願い申し上げます。
　さて、今月は18日に多摩分区ＩＭが秋川ロータ
リークラブのホストにて昭和館で開催されます。
当日は東村山駅東口より午後1時にバスを用意致
しますのでご利用頂ければ幸いです。
　また25日にはガバナー公式訪問前クラブ協議会
が山田ガバナー補佐、松村分区幹事の来訪のもと
開かれます。点鐘は12時と30分早くなりますので、
お間違えの無いようお願いしたいと思います。28
日は清瀬ＲＣのホストにてＦＲＣが開かれます。
　月が変わり11月15日には石川ガバナーによるガ
バナー公式訪問、20日には第2580地区親睦ゴルフ
決勝大会と行事が続きますが、皆様のご協力を宜
しくお願い致します。
　最後に本日はクラブ協議会リハーサルを実施さ
せて頂きます。5大奉仕の委員長の皆様には突然
ですが、発表のリハーサルをお願い致しまして挨
拶を終わらせて頂きます。
　どうも有り難うございました。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣

◆ソングリーダー：
　野澤会員

■お客様紹介：
　戸澤パスト会長

◆ゲスト：米山奨学生
　　　　　朴動浩 様
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■ローターアクト委員会：
　卓話の件
　11月29日(木)　卓話者
　ローターアクトクラブ地区代表
　小美野義一 氏(池袋ＲＡＣ)

■バギオ基金：
　第34回バギオ訪問交流の旅の案内について
　2013年2月8日(金)～12(火)
　費用￥142,000～

■回覧：東京江東ＲＣ50周年記念誌

　皆さん、こんにちは。日本人のノーベル賞受賞お
めでとうございます。私はノーベル文学賞では、ま
だ発表前ですが、村上さんが受賞すればいいなと思
います。12月に韓国で選挙がありまして、来週に韓
国の民主党の方より留学生の雇用を聞きにくるとい
う会がありまして、そこに招待されました。まず、
私に求められているのは｢町づくり｣の話だと思うの
ですが、その場で日韓の関係について話す機会があ
りますので、ロータリークラブのこういう活動のこ
とも紹介したいなと思います。ありがとうございま
した。

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

31 24 0 5 82.76

■出席報告 田中例会運営委員長

■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：82.76％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ
　石山会員：ＦＲＣゴルフ
　戸澤会員：地区委員会

■幹事報告 赤木幹事

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆中丸会長、赤木幹事：
　　　　　　荻野さん、元気に例会出席ありがとう
　　　　　　ございます。早く怪我を治して下さい。
　　　　　　本日は5大奉仕委員長、急なお願いです
　　　　　　が宜しくお願いします。
◆田中会員：大難おこれば、大善きたる。荻野さん、
　　　　　　大難が小さく済んでお喜び申し上げま
　　　　　　す。11月20日地区大会決勝ゴルフまで
　　　　　　は気合で全快して下さい。ポイントゲッ
　　　　　　ターですので。
◆野村(高)会員：
　　　　　　荻野さん大変でしたね。お体お大事に!!

■皆出席：
　目時会員(24回目)

■令夫人誕生祝月：
　野崎会員

■中丸会長から米山奨学
　生　朴動浩 様へ

■挨拶：朴動浩 様

■奨学金贈呈

本日のニコニコ合計：   14,000円
　　累　　　計　　：  549,000円
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　皆さん、こんにちは。お陰様で新山手病院の新館
が建ちまして9月24日から動き出しました。その関係
でバタバタと忙しく、なかなか会場の設営も早く来
て手伝えなくてすみません。皆さんにご迷惑をおか
けしているところもあるかもしれませんが、落ち着
きましたらまた頑張りますのでよろしくお願い致し
ます。
　本日、神﨑会員が仕事の都合でどうしてもお越し
になれないということで、小町直前会長にお願いし
たのですが、仕事が急に入り間に合うかどうか分か
らないとのことでしたので、誠に申し訳ありません
が今日の3分間スピーチは急遽お休みということにな
りました。今日は荻野会員より少しケガの状況報告
をしていただこうと思います。

■山本職業奉仕委員長

　皆さんにご迷惑をおかけして本当に申し訳ありま
せん。先月の28日に三鷹の方へ仕事に行って、朝11
時ごろ3階のベランダのところ(2階の屋根)にプラス
チックの鎖が出ていてその上にたまたま乗っかって
転落したわけですが、右手にカッターナイフを持っ
て錆を削っていたものですから、シートを切ってし
まい足場の外側に落ちていったのです。落ちたのは
5m70㎝、ロータリーに入っていたおかげでこのくら
いのケガで済みました。ロータリーに入ってなかっ
たらもっと大けがをしていたのではないかと思って
います。
　現場ではヘルメットをかぶっていたのですが、昨
日見てみたら頭の横にブロックに当った傷があり、
天辺にも傷がありました。普段から必ずかぶって仕
事をするのですが、多分ヘルメットがなかったら頭
のケガもひどかったかもしれませんし、あったから
こそ助かったと思います。皆さんの前にこうして出
られるのは、すごく幸せです。
　武蔵野日赤病院で3日間お世話になり、1日目はす
ごく痛くて一人で起きられず、看護婦さんたちに手
伝ってもらいました。腕に2つ骨があるのですが細い
小指の方の骨が剥離骨折していて、あと背骨に突起
状に横についているものが5本のうち4本折れました。
普通なら腰をうっているところでしょうが、ロータ
リーに入っていたおかげでそのくらいで済んだのだ
と思います。若い時から仕事柄、右を使っている商

■荻野会員

■委員長報告

神﨑会員欠席の為、中止致しました。

売なので右側の筋肉が発達していて、右側から落ち
たのも幸いでした。溺れる者は藁をもつかむといい
ますが、踏んだプラスチックの鎖につかまり、それ
が取れてしまったのですが、そのタイミングで、また、
落ち方もよかったし、落ちたところも土の上でした
のでこのくらいのケガで済みました。これもすべて
ロータリーのおかげです。また、今日は私のために
ニコニコＢＯＸに入れて頂いてありがとうございます。
心配かけてすみません。これからも頑張りたいと思
いますので、よろしくお願い致します。

■３分間スピーチ

■司会：赤木幹事

　皆さん、こんにちは。クラブ奉仕委員会として発表
させていただきます。今回、中丸会長の方で5つの活動
方針がありますので紹介したいと思います。
　1.ロータリーを楽しみ、奉仕を実践しよう。
　2.全ての基礎となる例会の充実と、出席率の向上を
　　めざそう。
　3.会員の相互理解を深めるよう、全会員による3分間
　　スピーチを実施しよう。
　4.親睦旅行、夜間例会を充実したものにしよう。
　5.会員増強、純増5名をめざそう。そして全員の協力
　　で退会者ゼロをめざそう。
これらの方針を充実させるために効率よく活動できる
ような体制をとっていきたいと思います。
　また、クラブ奉仕委員会というのは｢例会運営委員会｣｢プ
ログラム委員会｣｢クラブ管理委員会｣｢会員増強委員会｣｢会
員研修委員会｣と５つの部門から成っております。
　まず、私が委員長をしておりますクラブ奉仕委員会
ですが、会長方針を実現し円滑に進める為に、皆さん
との連携を図っていきたいと思っています。その為に
は皆さんの状況を把握して、クラブ奉仕部門全体を効
率よく活動できるように取りまとめていきたいと考え
ております。
　例会運営委員会ですが、今日も田中委員長のもと、
委員の中からそれぞれ司会が出て頂いてやっていくの

■野村クラブ奉仕委員長

■クラブ協議会リハーサル
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ですが、出席率の向上に努め活気ある明るく楽しい雰
囲気作りをするということ、また、来訪者には細心の
心配りで対応するように努めるということを事業計画
としています。最近お客様が少ないのですが、なるべ
くメーキャップなど他の例会に出かけたときにはぜひ
東村山にお越しくださいと声もかけておりますので、
これから増えていけばいいなと思います。
　プログラム委員会は交際範囲も広い相羽委員長のもと、
講師を選んでいただいて、今までになかったような話
を聞ければいいなと思っております。事業計画として、
ＲＩ提唱の各月間の委員会の担当者にご協力をお願いし、
または地区の各役員にお願いをし、各委員会の奉仕に
ついてより一層の理解を深める為に実施する、また、
会長方針に従って、会員による3分間スピーチ、及び会
員の皆様より自社の職業奉仕についての卓話をお願いし、
より深く理解し会員同士の親睦を図って参ります。
　クラブ管理委員会は石山委員長のもと、週報を作っ
たり、親睦を深める行事の企画、他に広報の仕事もあ
ります。広報の方では、｢ロータリーの友｣を、できる
だけ人目にとまるような場所に置こうという方針を持
っていただけるとありがたいです。見た人と何かしら
の繋がりを期待したいと思います。
　会員増強委員会では、全国的な会員減少が続く中、
女性会員の勧誘、他団体との積極的な接触や全会員に
よる勧誘をお願いし、戸澤委員長のもと、東村山ＲＣ
の存続に努めたいと思います。
　また、会員研修委員会では、毎月月始に｢ロータリー
の友｣の記事の内容を紹介し、職業奉仕委員会ともタイ
アップし、会員の皆様に研修の機会を設けて行きたい
と思います。山本委員長のもと、皆さんご協力の程よ
ろしくお願い致します。

　皆さん、こんにちは。私が職業奉仕委員長で皆さん
不安があるかもしれませんが、私なりに一生懸命やっ
ていこうと思っておりますのでよろしくお願い致します。
　皆さんが読まなくて困っているという｢ロータリーの
友｣ですが、先程、野村委員長からお話がありました人
目にとまる場所に置くという件で、私は市役所で青少
年委員会の会合が毎月1回必ずありますので、その時に
持参して、市役所のコミュニティープラザで市民の皆
さんが閲覧できるように置いていただく形をとってお
ります。
　昨今、景気もなかなかよくならず、とても大変な時
代で、若い年代の方は自分が中心となって会社を動か
されていると思います。また、どうしても自分が中心
となって現場に出て仕事をしなくてはいけないなど、
大変なご苦労をなさってロータリークラブにもご出席
をいただいていると思います。その中でも職業奉仕の
一番の根幹になるのは、自分の会社をきちんと整える、
自己研鑚しながら社員教育をし、地域の皆様に根付く
必要な会社にしていく、これが最初の大事な職業奉仕
の目標だと思います。まず、それを頑張っていただいて、
どうしてもロータリーに出られない場合はメーキャッ
プをするという形で今の厳しい時代を乗り越えて頂き
たいと思います。

　今年度の目標としましては、中丸会長の年間目標、
また、相羽委員長の方でも掲げていただきました3分間
スピーチ、そして職業奉仕地区委員会の方からも、ぜ
ひ各クラブで3分間スピーチをやって皆さんの意識を高
めてほしい、との依頼がありました。このように皆さ
んに後押ししていただいて、今年度は3分間スピーチを
始めております。25日の本番には、今まで話をしてい
ただいた3分間スピーチの中から、少し抜粋してご紹介
したいと思っております。
　また、職場見学については、中丸会長や相羽委員長
とご相談させていただき、年明けにでも訪問先である
老舗の山本海苔店の山本会長に連絡して、会社見学に
お伺いしたいと思っています。詳細は年明けに日程等
を摺合せしていきたいと思いますので、ぜひ多くの皆
様のご出席をお願い致します。
　また、今年度の職業奉仕地区委員長が東久留米から
出ておりますので、年内に一度来ていただいて、今年
度の地区委員長はどんな考えで、どのような方向性で
やりたいのかを直接話して頂くのもいいかなと思って
おります。このような形で進めていこうと考えており
ますので、これからもご協力の程よろしくお願い致し
ます。

■山本職業奉仕委員長 　皆さん、こんにちは。今年度社会奉仕委員長を仰せ
つかりました漆原です。嶋田副委員長、村越委員、飯
田委員と4名でやってまいりますので、皆さんのご協力
よろしくお願い致します。
　自分の仕事を通して楽しみながら社会奉仕できれば
と思い、今年度活動方針を3つに絞って計画しました。
まず、ＦＲＣ、4つのロータリー全部まとめて空堀川の
清掃をやると掲げました。昨年、田中前委員長のもと
にやったところ、かなり評判がよくて今年もやろうと
いうことで、7月に4つのロータリークラブの社会奉仕
のメンバーと会長、幹事にも出席いただいていろいろ
と検討しました。その結果、諸般の事情があり、とり
あえず空堀川の清掃は中止ということになりました。
大変申し訳ありませんが、いずれまた時期を見て近い
将来FRCでこういうことができればいいなと思いますの
で、その節はよろしくお願い致します。
　次に、産業祭への参加です。20数年ずっと参加して
おりますが、私が入会した頃はフランクフルトなどを
販売しました。ここ数年前から戸澤会員、杦山前会員
のご協力を頂いて玉葱、ゴボウ等の販売をやりました。
交通少年団、消防少年団の団員にもお手伝い頂き、両
少年団の活動資金を提供しています。今回、少しでも
被災地の方々のお役に立てればと思いまして、北久保
会員を通して現地の方と交渉しているところです。決
まりましたら報告させていただきますので、ぜひとも
ご協力をお願いします。
　もう一つは献血のお願いです。一番血液が多いのが
夏の時期だそうです。少し寒くなると皆さん厚着され
るのでなかなか血液を募ることが難しいそうです。1月
～2月は血液が足りなくなるということですので、ぜひ
献血にご協力いただきたいと思いまして、1月、2月は

■漆原社会奉仕委員長
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献血を実施したいと思います。その献血ですが、60～
65歳の間に1回以上の献血経験がないと、65歳以上にな
ったら献血はできないということですので、ぜひここ
にいる皆さんは献血ができるようにしておいてください。
だいたい献血車1台で50～70人くらいがいっぱいだそう
です。3台くらい来てもらって大きくやりたいと思いま
すので、ご協力お願い致します。こういう形で社会奉
仕を頑張っていきます。
　また11月10日(土)、11日(日)産業祭がありますので、
ぜひ皆さんのご協力よろしくお願い致します。

　皆さん、こんにちは。今年度、国際奉仕委員会の委
員長を務めます當麻です。今日はリハーサルというこ
とで、クラブ概況を読ませていただいてまとめていき
たいと思います。国際奉仕委員会は野村(裕)副委員長、
高橋委員、隅屋委員と4名でやっていきます。始まって
すぐ委員会を開こうと思っていたのですが延び延びに
なっていて、また、私事ですが、彼岸の入りに父親が
脳梗塞で倒れ、3日間ほど集中治療室におり、今はだい
ぶん回復してきたのですが、9月になったらと思ってい
たのがバタバタして、いろんな形で計画が狂ってしまい、
申し訳ありませんでした。
　まず、活動方針としましては、ロータリーの第4奉仕
部門だったのですが、第5奉仕部門ができて新世代奉仕
の方が包括委員会でなくなりました。国際奉仕の考え
方として、｢奉仕というロータリーの理想に結束した、
職業人の世界的友好による理解、善意及び国際的平和
の増進｣というのが国際奉仕の考え方であります。包括
委員会として、世界社会奉仕委員会、ロータリー財団
委員会がありますが、国際大会に出席による個人交流等、
他国の人々に役立つクラブ活動やプロジェクトに協力
していきます。国際大会出席というのも国際奉仕の一
つです。
　事業計画としては、今までやってこられなかった｢シ
ェルターボックス｣援助活動の継続事業としてのスター
トの年にして行きます。シェルターボックスに関する
資料がたくさんありますので、これをまとめ、1月頃か
ら正式にクラブでも動き始めようかと思っております。
この事業をスタートするに当たり、地区補助金として
財団より地区活動資金ＤＤＦを活用していきたいと思
います。
　｢シェルターボックス｣はイギリスのＮＰＯでやって
いるのですが、これが東日本大震災の時に日本に200個
程送られてきて、一番早くテント村ができました。1家
族20日間程暮らせるようなものがシェルターボックス
に入っているのです。いろいろな国の災害時にシェル
ターボックスを送るというような活動を、ロータリー
でも提携してやろうということになりました。1つのシ
ェルターボックスは80万円するので、今年限りの活動
ではなく、少しずつ継続事業として集まった時に財団
の方と地区補助金と合わせて東村山ロータリークラブ
として｢シェルターボックス｣に寄付などの形でやって
いきたいと思います。その辺りの計画を今年度中にま
とめてスタートできるような体制をつくり、クラブで

ぜひ継続して頂きたいと思っております。
また、今年度の国際大会に一人でも多くの会員が参加
して頂けるように｢オン・ツー・リスボン｣地区委員会
とともに計画立案します。地区委員会の戸澤委員長、
山本委員がおり、頼もしい仲間が当クラブから出てお
りますので、皆さんご協力お願い致します。以前、戸
澤委員長が分区という単位の中でとらえよう、とおっ
しゃっていましたので、うちもそれに乗っかるような
計画をクラブ国際奉仕委員会の方で地区委員会の助け
を借りながらやっていきますので、本格的に始まるの
は年が明けてからだと思います。まだ、詳しい資料は
できておりませんが、今度地区委員の方で｢オン・ツー・
リスボン｣の20分間くらいのビデオがあるそうなので、
それを見ながら気持ちを高めていきたいなと思います。
会長方針の一つでもありますが、｢和｣をもとにして国
際交流の｢輪｣を広げたいと思います。ありがとうござ
いました。

■當麻国際奉仕委員長

■点鐘：中丸会長
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