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第2267回例会 2013.6.20

奉仕を通じて
平和を

和で輪を広げ、前に進もう
■司会：
　清水例会運営委員

■点鐘：中丸会長

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣
◆ソングリーダー：
　荻野会員

■幹事報告 赤木幹事
■お客様紹介：
　小町パスト会長

◆ゲスト：
　東村山消防少年団団長
　宇嶋吉樹様
　東村山交通少年団
　山田修団長代理
　相川香代子様

■会長報告 中丸会長

■ロータリー財団委員会：
　｢(在京)地区ロータリー財団セミナー｣開催の案内の受理
　2013年7月9日(火)　15:00～
　於　如水会館
　※財団委員長はじめクラブより3名出席のこと
■ガバナー事務所：
・10月米山月間卓話依頼について
　地区米山委員会の卓話希望のクラブ申込み締切：7/10
　(事務局にて卓話依頼書保管します)
・2013年規定審議会決定報告書のメール配信の受理
　※ダウンロードし印字済み事務所にて保管
　　希望者にコピーします(小冊子の配布はありません)

　皆様こんにちは。来週
は世界大会に出かけます
ので今日がこの場に立っ
て挨拶する最後の日とな
りました。皆様1年間あり
がとうございました。
　本日は東村山消防少年
団宇嶋団長、東村山地区
交通少年団相川様ようこそおいで下さいました。我が
クラブは常日頃、消防少年団と交通少年団には大変お
世話になっております。のちほど活動資金お渡しさせ
て頂きます。今日は内容が盛りだくさんですし、｢一年
を顧みて｣でまたお話ししますので会務報告に移らさせ
ていただきます。
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■出席報告 中條クラブ管理委員

増額して頂いただけであります。3,000人からの人間を
増やして2,800万円ということは、制服代にも満たない
金額で、私ども消防少年団には今、団員含めて70名お
りますが、バス1台でなんとか動いております。バス2
台になった時に、その資金もないといった状況であり、
そういう意味で子供たちの安全をいかに確保するかと
いう部分は育成の前に大きな課題となっておりました。
この育成資金を含めて、子供たちをますます元気に育
てていくために地域で頑張ってまいります。今後とも
よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

　消防少年団長、宇嶋でございます。皆様には日頃か
らご協力を賜りまして誠にありがとうございます。また、
本日は育成資金を頂戴いたしまして、重ねて御礼申し
上げます。
　皆様もご存知のように、今年の春に東京都猪瀬都知
事より、消防少年団員を将来の防火防災の支援者とし
て育成すべく、3年間で倍増しろというお話を頂戴いた
しました。それに伴い、東京消防庁、また東京都教育
委員会、市長初め東村山市も全面協力で倍増するとい
うことでございますが、何せ資金の方は年間2,800万円

■育成資金贈呈：
　中丸会長から宇嶋様へ

■育成資金贈呈：
　中丸会長から相川様へ

■ご挨拶：
　東村山消防少年団団長
　宇嶋吉樹様

　日頃から交通少年団につきましてはお世話になって
おります。ありがとうございます。また、本日は貴重
な育成資金を交通少年団の方に頂きまして大変有難く、
感謝申し上げます。交通少年団の育成に使わせて頂き
ますので、今後ともよろしくお願い致します。ありが
とうございました。

■ご挨拶：
　東村山交通少年団
　団長代理
　相川香代子様

■育成基金贈呈

・地区委員会の名称変更について
　2013～14年度地区組織(青少年奉仕委員会の件)
　規定審議会決定に伴い第五奉仕部門｢新世代奉仕｣の名称
　→｢青少年奉仕委員会｣と変更。クラブ組織名は各　
　クラブに判断
■東京東大和ＲＣ：
　卓話依頼について
　目時会員宛：2013年7月23日(水)12:30～13:30
　　　　　　　東京東大和ＲＣ例会場にて
■緑を守る市民協議会：
　第5回全体幹事会のお知らせの受理
　6月25日(火)　18:30～
　於　市民センター
■スポーツ祭東京東村山市実行委員会：
　みんなで創るみんなのスポーツ祭！スポーツ祭東京2013
　東村山市カウントダウンイベント開催について
　2013年7月6日(土)　9:00～13:00
　於　東村山市民スポーツセンター
■東村山市国際友好協会：
　平成25年度賛助会費のお願いについて
　近日中に連絡あり
■例会変更：
　東京板橋セントラルＲＣ→2013～14年度変更分
　東京小平ＲＣ　6月26日(水)通常例会→夜間例会へ
■回覧：
　那覇西ＲＣ50年の歩み
　東京小平ＲＣ週報
　ロータリー補助金ニュース
　ハイライトよねやま

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

31 25 0 3 89.29
■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：96.30％
■前々会メークアップ者：
　金子会員：理事会
　北久保会員：東京東大和ＲＣ
　村田会員：お茶の水ＲＣ
　中丸会員：理事会
　田中会員：理事会
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◆中丸会長、赤木幹事：
　　　　　　本日は、消防少年団宇嶋会長、交通少年
　　　　　　団相川様ようこそおいで下さいました。
　　　　　　世界大会出席の皆様楽しんできて下さい｡
◆野澤会員：中丸会長、赤木幹事一年の有終の美を飾
　　　　　　る最終例会を迎えられ、おめでとうござ
　　　　　　いました。振り返ると一年前、難産の末
　　　　　　生まれた中丸会長、今では素晴らしく成
　　　　　　長されたお姿に敬意を表します。やっぱ
　　　　　　りやって良かったですね。ただし、これ
　　　　　　からが出発です。その事を忘れないで今
　　　　　　後も頑張って下さい。期待しています。
　　　　　　国際大会に参加される皆様、大いにロー
　　　　　　タリーをエンジョイしてきて下さい。お
　　　　　　気をつけて。
◆山本会員：中丸会長、赤木幹事、1年間ありがとう
　　　　　　ございました。明後日よりリスボンの国
　　　　　　際大会のスペインではじけて下さい。
◆清水会員：司会を仰せつかりました。上手にできま
　　　　　　すように。6月25日誕生日パーティーを
　　　　　　します。こちらも上手くいきますように｡
◆金子会員：中丸会長、赤木幹事、一年間ご苦労様で
　　　　　　した。野村次年度会長、石山幹事一年間
　　　　　　よろしくお願いします。
◆嶋田会員：中丸会長、赤木幹事、一年間ご苦労様で
　　　　　　した。
◆戸澤会員：いよいよ22日からリスボンへ行ってきま
　　　　　　す。当クラブから11名、4クラブで23名
　　　　　　のツアーです。お土産買ってきます。
◆小町会員：野澤様のむさしの幼稚園、我々の仲間に
　　　　　　見せて頂き素晴らしい建物でした。あり
　　　　　　がとうございました。ポルトガル大いに
　　　　　　楽しんで来て下さい。中丸会長、赤木幹
　　　　　　事、一年間ご苦労様でした。
◆野村(高)会員：
　　　　　　北久保さん写真ありがとうございます。
◆野村(裕)会員：
　　　　　　樺澤さん御嶽山の写真ありがとうござい
　　　　　　ました。

本日のニコニコ合計：   34,000円
　　累　　　計　　：1,391,100円

　皆さん、こんにちは。何度かここで｢オン・ツー・リ
スボン｣の案内をさせて頂きましたが、いよいよ明後日
から行ってきます。私たちのツアーは23名です。当初、
私が委員長に指名された時には、ポルトガルにはあま
り参加されないのではないか、2580地区で50～60人位
かな、という感じでしたが、実際は160名参加されます。
石川ナイトには125名の参加という、非常に大きな団体
になりました。いろいろと山本さんにはお世話になり
ましたし、當麻国際奉仕委員長にも案内して頂いて、
これだけの人数で行けることになりましたので、本当
にありがとうございます。では、気を付けて行ってき
ます！

■戸澤地区オン・ツー・
　リスボン委員長

　皆さん、こんにちは。6月27日の最終例会は夜間移動
例会になります。リスボンに行かれている方もいて、
人数は11名の予定です。場所は東村山市本町の｢芳乃｣(Ｔ
ＥＬ:042-392-5531)です。村越楽器から駅の方へ出て
くる一方通行の道があるのですが、駅からだと、その
途中の自転車やさんのところから右に入ったところに
なります。
　会長も出席できないのですが、最終例会ということ
でしっかりやりたいと思いますのでよろしくお願い致
します。

■荻野クラブ管理副委員長

■委員長報告山宮クラブ管理会員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　中丸会長(11回目)

■田中次年度クラブ管理
　委員長

　こんにちは。次年度クラブ管理委員長を仰せつかり
ました。責任の重さを感じており、いつになく高揚し
ております。死ぬ気で頑張りますのでよろしくお願い
致します。
　早速ですが、7月4日(木)ＰＭ6:30より｢あずま｣にて
新旧会長幹事激励・慰労会を開催致します。案内を回
覧しますので、早急に意思表示をお願いします。全員
ご参加頂けることと期待しておりますので、よろしく
お願い致します。



東京東村山ロータリークラブ

■クラブ協議会(一年を顧みて)

■司会：赤木幹事

　皆さん、こんにちは。先週は急遽お休みを頂き、誠
に申し訳ございませんでした。本日、新たにお時間を
頂きありがとうございます。
　早速ですが新世代奉仕委員会の一年間の活動報告を
致します。新世代奉仕ガイドブックにも記載されてい
るように｢ロータリアンだからできる新世代奉仕まずは
次世代を担う若者と会って、話を聞いて、そしてアド
バイス｣を心がけて活動を行いました。

1.次世代の若者にロータリー活動を知って頂くこと
　・11月に行いました中学生クイズへの協賛とロータ
　　リー問題
2.東村山市内の中学生職業体験の実施
　・本年は、主な活動が出来ませんでした
3.ローターアクト、ロータリー青少年指導者育成プロ
　グラム(ＲＹＬＡ)からの卓話
　・本年は、主な活動が出来ませんでした(卓話)
4.青少年との交流を育む
　・本年は、主な活動が出来ませんでした

　本年は、ローターアクト地区委員として出向します
ので地区からの新世代奉仕情報をお伝えし、中條次年
度新世代奉仕委員長と連携を取って行きたいと思います。
一年間ありがとうございました。

■飯田新世代奉仕委員長

　皆さんこんにちは。今年度会長として何とか一年間
無事に務める事が出来ました。また自治会会長のお役
目とも重なり、当初はどうなるのか自分でも全く予想
もつかない状況からのスタートでしたが、赤木幹事、
会員の皆様、菱沼事務局の暖かいご支援とご指導によ
り何とか任期を全う出来たことに深く感謝申し上げます。
この一年を顧みますと、正しくあっという間の一年で
した。特に10月から12月は行事が立て込み｢上半期を顧
みて｣でお話ししたように何とか皆様の協力で乗り切っ
たというのが実感でした。詳細につきましては重複し
ますので省略させて頂きます。
　さて、下期のお話を少しさせて頂きます。
　1/31には漆原社会奉仕委員長の尽力で献血イベント
が開催されました。100名が目標でしたが、申込者65名
うち献血の出来た方52名と目標には届きませんでした。
しかし血液の不足する冬の季節に多少なりとも社会貢
献出来たと思います。漆原社会奉仕委員長有難うござ
いました。
 2/6にはパレスホテル立川で開催された武蔵村山ＲＣ
創立40周年記念式典に、全員登録で参加しました。会
員の皆様ご協力有難うございました。
　2/19から21日まで沖縄・宜野湾で地区大会が開催され、
家族親睦旅行を兼ねて参加致しました。宜野湾ＲＣは
ホストクラブとして忙しい中、懇親会も開催してくれ
ていつもながら宜野湾ＲＣの友情に感謝です。また懇
親会では名古屋守山ＲＣのメンバーとも知り合うこと
ができ、来年度50周年を迎えるので是非お越し下さい、
との申し出も頂きましたがさてどうなりますか。お酒
の席の話しだけで終わることも考えられますがどうで
しょう。何かと慌ただしくも楽しい地区大会と親睦旅
行では、石山クラブ管理委員長が大忙しで頑張ってく
れました。有難うございました。

■中丸会長

うまくできなかった事から、会長はじめクラブの皆様
に大変ご迷惑をお掛けしてしまったこと深くお詫び申
し上げます。
　幹事職として私の自論でもある身体で覚えるには一
年は短く、又の機会があればもう少し皆さんにご迷惑
をおかけしなくて済むのではと感じております。私に
とってはこの一年間は時間との戦いでした。その中で
も地区協議会、分区連絡会、沖縄での地区大会および
家族親睦旅行、クラブ奉仕等の各種研修会とロータリ
ークラブに入会して以来すべて初めての経験でした。
又こんなに多くのロータリー活動に参加した一年間で
した。｢役が人を作る｣と言いますが、他クラブの会長、
幹事、地区分区の役員、そして多くのロータリアンに
接し、正に幹事になって初めてロータリーの事を真剣
に取り組み、ロータリー活動の意味を少しは理解でき、
又その素晴らしさを再度気付かせて頂きました。これ
も幹事役を与えて下さいました皆様のお陰であります。
深く感謝を申し上げますと共に、今後の東京東村山ロ
ータリークラブ発展の一助となりますよう努めてまい
ります。
　本当に一年間有難うございました。

　会員の皆様、一年間大きく支えて頂き有難うござい
ました。何もわからない状況の中で幹事職を引き受け、
本年度のスローガン｢和で輪を広げ、前に進もう｣をテ
ーマに中丸会長と共にスタートし、早一年が経ち何と
か無事に終わることが出来ました。この間、会長には
私のやらなければならない分までやって頂き、又会員
の皆さんのご理解と、事務局の菱沼さんにも大変助け
ていただきまして本当に有難うございました。
　この一年間ロータリー活動へ向けての時間づくりが

■赤木幹事
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■点鐘：中丸会長

　4/26には秋川ＲＣの創立40周年記念式典が昭和館で
開催されました。出席頂いた会員の皆様有難うござい
ました。 
　5/21には青梅ＲＣの創立50周年記念式典がパレスホ
テルで開催され、全員登録での参加となりました。皆
様有難うございました。さすが小澤ＰＧが居られる青
梅ＲＣで、人材も豊富で立派な式典だったと思いました。
　次に1年を通して感じたことは、皆様の協力でスケジ
ュールだけは何とか終わらせたということですが、残
念なことがいくつかあります。
　まず、本年度の目標の1つでもある４ＲＣでの空堀川
清掃活動が実現出来なかったことです。体を使い目に
見える社会奉仕活動として、今後も継続したい事業と
考えていましたが中止となりました。会長として、各
クラブ色々と事情はありましたが、自分の指導力の無
さを痛感いたしました。会員の皆様には申し訳ありま
せんでした。他の3クラブと協調しつつもやはり我がク
ラブが４ＲＣの中心であり、我がクラブが４ＲＣをま
とめて行かなければならなかったと反省しています。
　2つ目は今年度の目標でもある会員純増5名を達成で
きませんでした。そして高橋会員の退会です。私自身
非常に残念です。ＲＣ以外でも何かとご一緒する機会
も多く、相談も受けて来ましたが高橋会員の事情を考
えると承諾せざるを得ませんでした。また2～3年後に
はあの明るい笑顔を見る為に、お会いする度に再入会
を勧めて行きたいと思っています。
　今度は良かったことをお話しいたします。先ず何と
言っても第一は清水会員、北久保会員の入会です。お
二人には入会に感謝すると共に、戸澤会員増強委員長
の御尽力で歓迎会等も開催され、会員の皆様全員で盛
り上げて頂きました。有難うございました。清水会員、
北久保会員今後とも末長くお付き合いを宜しくお願い
致します。
　次に上半期に1回も無く残念に思っていた出席率100
％を下半期は数回達成する事が出来ました。会員の皆
様全員のご協力に深く感謝申し上げます。
　最後になりますが、いつも忙しいなか的確なアドバ
イスとクラブ運営をしてくれた赤木幹事と実務を支え
てくれた事務局には大変お世話になり有難うございま
した。自分のことをお話しすると何度も申し上げて恐
縮ですが自治会長との両立で、何か物事に時間をかけ
てじっくり考えている暇もなくＲＣの会長として不完
全燃焼に終わった感じがいたしますし、その分皆様に
ご迷惑をおかけしていたと思います。しかし何とか任
期をまっとうすることが出来て嬉しく思っています。
各委員会の委員長と委員の皆さんにもそれぞれ事例を
あげて感謝の気持ちをお伝えしたいのですが、時間の
都合で出来ません。礼は尽くせませんが東京東村山Ｒ
Ｃの全ての会員と菱沼事務局に感謝申し上げ終わりと
させて頂きます。皆様一年間本当に有難うございました。

■追加報告

　一年間、リスボン地区委員長を頼まれてどうなるこ
とかと思いましたが、なんとか格好がついたような気
がします。あさってからリスボンに行かれる方はＡＭ
5:25集合、ＡＭ5:40出発しますのでよろしくお願い致
します。
　また、中條さんには行き帰りのバスを随分安くして
もらって、みんなで使わせて頂くことになりました。
みんなで楽しく行ってきたいと思います。
　地区委員は初めてやらせてもらいましたが、地区に
行くといろんな方と会いますし、クラブとはまた違っ
た雰囲気でいいと思います。中丸会長が言われたように、
ロータリーには普通の他の団体とは違う魅力がありま
すし、地区へ行くとひと回り大きくなって帰ってくる
といいますが、その通りだと思います。今回、リスボ
ンに皆さんの協力で大勢で行けることになり、本当に
ありがとうございました。

■戸澤地区オン・ツー・
　リスボン委員長

　皆さん、こんにちは。このクラブから財団の費用で
出しております留学生、広沢智紀さんが一生懸命勉強
してきまして、今週の土曜日に夏休みで一時帰国して
きます。学校が始まるのは10月でしょうから、しばら
くはこちらにいると思います。その間に、次年度にな
ってから2～3回彼を呼んで、例会に出てもらおうかな
と思っております。彼からのメールにも、いろいろ良
くして頂いたので皆さんのお顔を拝見したい、と書い
てきています。
　現状、向こうに行った時にホストクラブが見つから
ないという問題があったのですが、一生懸命ガバナー
事務所をつついていたらポロッと出てきまして、日本
在住の方でケンブリッジに仕事で行く方がいらっしゃ
って、その方がロータリアンだったんです。その方に
現地のロータリアンと話をつけて頂いて、彼が出て行
けるような場所を見つけてくれたようです。詳細はま
だはっきりしないのですが、やっと落ち着き先が見つ
かったと思います。
　我々の方で彼を支援するのは、あと半年位なのですが、
なんとかいい方向に転がったので、彼は強い運を持っ
ているんじゃないかと思います。彼がノーベル賞を貰
うまで、機会があればお付き合いしていきたいなと思
っております。
　また、来月の第一例会の予定ですが、例年と同じよ
うにお祓いを神社で受けますので、それがＡＭ11:30で
す。その前に集合写真を撮りたいと思いますので、後日、
当日の予定時間等の流れをＦＡＸ致します。それをご
覧になって頂いて、第一例会には皆様、100％の出席を
よろしくお願い致します。

■野村(高)次年度会長


