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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2277回例会 2013.9.5

ロータリーを
実践し
みんなに
豊かな人生を

話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に

■司会：
　山本例会運営委員長 ■会長報告 野村会長

　皆さん改めましてこんにちは。8月24日(土)の納涼
花火大会に参加は45名という事で、ご参加の皆様大
変ご苦労様でした。田中クラブ管理委員長の人徳だ
と思われます。そして、前川会長今日は足下の悪い
中ようこそお越し下さいました。後程｢ロータリーの
奉仕活動について｣と言うテーマで卓話をよろしく御
願いいたします。
　昨日第3回目の理事・役員会がありましたので、ご
報告いたします。8月度収支明細報告が金子会計より
あり、承認されました。次の議題は、来週のガバナ
ー補佐訪問・再来週のガバナー訪問について各々の
クラブ協議会の進行について協議いたしました。皆
さんもご存じのようにガバナーの地区テーマ、ガバ
ナー補佐の分区テーマについては、今年度は特にあ
りません。よって、それぞれの訪問時のテーマは、
各クラブで自由に進めて下さいとの事です。よって、
当クラブとしては、職業奉仕・会員増強・親睦を重
点に発表をする事に決定しました。そこで12日のガ
バナー補佐訪問時は、前年度実施しました、職業奉
仕の3分間スピーチを山本前職業奉仕委員長が、冊子
に纏めたのを参考にして、進める事とし、19日のガ
バナー訪問時は、同様の内容でメンバーを代えて実
施し、会員増強委員長と親睦の歩こう会を混ぜて、
当クラブをアピール出来る発表をする事としました。
よって、来週、再来週は、決して欠席しないように
スケジュール調整をよろしく御願い致します。また、
5大奉仕委員長におかれましては、突然話を振られて
も対応できるようにクラブ概況及び事業計画を棒読
みする事の無いよう十分心しておいて下さい。

■点鐘：野村会長

■国歌：｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
　野澤会員

■お客様紹介：目時パスト会長

◆ビジター：
　前川昭一様秘書
　三條亜紀子様

◆ビジター：
　東京豊島東ＲＣ
　前川昭一様
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■出席報告 清水例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 24 0 5 82.76
■前々回メークアップ修正後前々会欠席：0名
■前々回出席率メークアップ修正後：100％
■前々会メークアップ者：
　赤木会員：理事会
　村田会員：東京秋川ＲＣ
　漆原会員：朝霞ＲＣ
　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 石山幹事

■ガバナー事務所：
・日台ロータリー親善会議に関する吉田ガバナー年度
　実行委員会打合せ会の案内について
　2013年9月9日(月)　15:00～
　於　ハイアットリージェンシー東京
・｢日韓親善会議｣登録申込み締切延長について
　締切　9月10日(火)午前中まで
・地球環境保全活動：ＣＰＰ計画(サンゴ植え付けプロ
　ジェクト)の案内について
　発 起 人：那覇ＲＣ宮内一郎会員
　会　　長：大仲良一会員(同ＲＣ会員)
　活動内容：サンゴ植付ダイビング
　　　　　　上記地球自然環境保全活動を通してロー
　　　　　　タリアンの奉仕活動のＰＲと、新会員入
　　　　　　会のきっかけ作り
　2013年10月13日(日)
　於　那覇北港集合
・第2530地区｢会津の里にコランショ！プロジェクト｣
　開催の案内について
　9月14日(土)～10月14日(月)
　東日本大震災以降の風評被害を受けている福島に元
　気を取り戻そう！
・2012～13年度ローターアクト活動報告書の受理
・第50回インターアクト年次大会協力の礼状の受理

■職業奉仕委員会：
　第1回地区職業奉仕委員会公開講座の案内の受理
　2013年9月25日(水)　17:00～
　於　浅草ビューホテル

■国際ロータリー日本事務局：
　9月のロータリーレート　1ドル＝100円

■東京福生中央ＲＣ：
　多摩分区Ｉ･Ｍについてのお願い
　2013年10月16日(水)　13:00～登録開始
　※事務局派遣について
　　12時会場入り口集合、クラブ受付業務

■東京秋川ロータリークラブ：
　創立40周年記念報告ＤＶＤの受理について

■東村山市社会福祉協議会：
　平成25年度東村山市社会福祉協議会会費納入のお願
　いについて
　会費20,000円　12/20(金)まで

■多摩東人権擁護協議会：
　子どもたちからの人権メッセージ発表会の案内の受理
　2013年9月14日(土)　12時～受付
　於　東村山市中央公民館ホール
　(前年度2月の理事会にて｢後援｣について審議した事
　案です)

■心の東京革命推進協議会：
　｢青少年育成マニュアル2013｣受理と｢親子の絆コンサー
　ト｣開催の案内について
　2013年11月30日(土)　13:00～
　於　三鷹市｢三鷹市芸術文化センター｣
　2013年12月7日(土)　13:00～
　於　葛飾区｢かめありイイオホール｣
　申込み締切：10月22日
　・青少年育成マニュアルについては回覧

■東京福生ロータリークラブ：
　Ｒ財団新地区補助金奨学生広沢君へ卓話依頼受理
　2013年9月11日(水)　13:00～13:30
　於　東京福生ＲＣ例会場
　(野村会長(カウンセラー)→広沢君へ連絡)

■東京東大和ロータリークラブ：
　ＦＲＣ合同例会の案内の受理について
　2013年10月11日(金)　17:30例会点鐘
　於　東大和ハミングホール
　卓話内容：ピアノとサックス演奏
　※ご家族・ご友人の参加ＯＫとの事ですので回覧し
　　希望者を募ります。

■回覧：
　バギオだより
　所沢中央ＲＣ週報
　小平ＲＣ週報

■ご結婚祝月：
　野崎会員、戸澤会員
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　年度当初にお話しましたが、地区職業奉仕委員会主
催の第1回公開講座が開催されます。

　日　時：9月25日(水)　17:00～19:00
　会　場：浅草ビューホテル4F
　講　師：由井常彦氏(三井文庫常務理事、文庫長)
　テーマ：｢日本における商人の道と心｣
　登録料：3,000円

　職業奉仕哲学としてロータリーで2つのモットーとし
て取り上げている｢超我の奉仕｣及び｢最も良く奉仕する
者、最も多く報いられる｣。これに匹敵する経営の精神
が、日本の商業道の歴史と伝統の中に存在してきた、
ということについてのお話です。大変貴重な内容です
ので多くの会員の参加をお願いします。

■野澤職業奉仕委員長

　こんにちは。来週9月9日(月)ＦＲＣゴルフ大会が開
催されます。東大和ＲＣ様より、参加される会員様に
お伝え下さいとの事です。セルフプレーの為、11,300
円となるそうです。当日8組32名の参加となっておりま
す。当クラブよりお忙しい中、11名の参加を頂きました。
御礼申し上げます。東大和ＲＣ様は子クラブでもあり
ますので、皆で盛り上げて頂きたいと思います。

■田中ゴルフ部部長

　猛暑の毎日が続いておりますが、2013-2014年度が始
まり、早2ヶ月が過ぎようとしております。今年度、活

■相羽国際奉仕委員長

本日のニコニコ合計：   44,000円
　　累　　　計　　：  411,574円

　米山奨学会より報告します。地区副委員長である野
崎会員より米山特別寄付(10万円)をして頂きました。
これにより野崎会員はマルチ7回(総額70万円の特別寄付)
米山功労者となります。
　ご存知の通り米山奨学生は、この奨学金で成り立っ
ていますが、社会の変化により寄付金が減じています。
中心である東京ＲＣでも大幅な減りで、毎年40人の奨
学生を受け入れていましたが、今年は34名に減りました。
当ＲＣでも野崎会員に続いて、是非より多くの方の寄
付をお願い致します。

■野村(裕)米山奨学会
　委員長

■委員長報告

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　前川会長、本日はお忙しい中、遠方まで
　　　　　　大変ありがとうございます。本日の卓話
　　　　　　よろしくお願い致します。
◆樺澤会員：前川様、忙しいところようこそおいで戴
　　　　　　きありがとうございました。
◆野澤会員：前川先輩、ようこそ東村山へ。卓話よろ
　　　　　　しくお願いします。伊勢神宮、式年遷宮
　　　　　　お白石持行事に参加して参りました。素
　　　　　　晴らしかったです。
◆田中会員：前川会長様ようこそ東村山へ。楽しみに
　　　　　　お待ちしていました。先日の西武園花火
　　　　　　移動例会、家族親睦に大勢参加頂きあり
　　　　　　がとうございました。9月1日(日)クラブ
　　　　　　選手権予選会、大変なプレッシャーの中、
　　　　　　運にも恵まれメダリスト(予選1位)に。
　　　　　　チャンピオンになれるよう頑張ります。
◆當麻会員：前川パストガバナーお久しぶりです。本
　　　　　　日は卓話よろしくお願いします。
◆中丸会員、相羽会員、小町会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

■会員誕生祝月：
　中丸会員、小町会員
　目時会員

■令夫人誕生祝月：
　山宮会員
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■卓話

■卓話者紹介：野村会長

バギオ基金からのお願い
■経緯(30年の歴史)
　太平洋戦争の時、日本軍はフィリッピンに60万人が
上陸しました。生還したのは10万人でした。その最後
の激戦地がバギオであった訳です。バギオには日系フ
ィリッピン人が大勢いたので、壊滅直前の日本軍は、
日本語が出来、日系人である彼等に協力させたのです。
日本軍の敗戦後、彼等日系フィリッピン人は、日本軍
に協力した事で現地住民の迫害を受け、自分が日本人
であることをひた隠しに隠し、バギオ山中に逃げ込ん
で生活をしていました。それをバギオに赴任したシス
ター海野が知り、自ら山中に分け入り一人一人救出さ
れたのです。救出された日系人も山中に住んでいたの
ですから、学校はありません。彼等の一番の希望は自
分たちの子供を学校に入れ、教育を受けさせる事でした。

我々はその育英資金を出しています。2011年にバギオ
基金創立30周年記念祝賀会を盛大に開きました。

■カルロス・Ｂ・寺岡さん
　我々のパートナーは、バギオＲＣとバギオサマーキ
ャピタルＲＣですが、実際には日系フィリッピン人の
成功者寺岡さんが仕切ってくれています。彼は北ルソ
ン比日基金理事長であり、アジアではじめての、日本
名誉総領事になっておられます。我々も寺岡さんが居
られるので、安心してこのプロジェクトを推進できる
のです。

■お願い
　ロータリーも第二世紀に入って、そろそろロータリ
ーがやるべき奉仕活動と、やらなくても良いものとを
分ける時期に来ているのではないでしょうか。バギオ
基金こそ、まさにロータリーのやるべき｢世界社会奉仕
委員会｣の仕事だと思います。皆様のご協力を切にお願
い致します。

バギオ基金の概要
■基金事業の目的
　本会は、フィリピンにおける日系及び一般青少年の
ために、育英資金を提供しその勉学を援助、日本への
留学を支援すると共に、併せて日比両国の親善友好を
増進することを目的とする。

■基金事業の内容
1)育英資金の原資を確保するために、本会設立の趣旨
　に賛同する後援者等の増強を図り、寄付金の募集に
　努める。
2)寄付金の保全及びその運用によって、育英資金の増
　大を図る。
3)育英事業と日本への留学を援助するためフィリピン
　側との連絡を密にし、その適切な実施に努める。
4)日比両国の親善友好を増進するため、必要な各種活
　動を行う。
5)前各号に付帯する必要な事業。

■基金の状況(2012年6月30日現在)
1)基金規模　248,824,323円
2)基金の構成
　後援・関係ロータリークラブ　340クラブ
　後援・関係地区　　　　　　　34全地区
　後援者数　　　　　　　　　　3,727名
3)基金の提携先
　バギオ・ロータリークラブ
　バギオサマーキャピタル・ロータリークラブ
　(財)北ルソン比日基金

奉仕事業の概略(基金創立以前の4年を含む)

バギオ基金奨学生
1.奨学金の提供　　　396,100ドル＋380万円
2.現物提供　　　　　学用品、衣類等を訪問の都度提供
　　　　　　　　　　している。
3.バギオ訪問事業　　実施33回　参加延人数926名
4.対象奨学生　　　　3,217名
5.対象奨学生の進路　医師、看護婦、弁護士、公務員、
　　　　　　　　　　軍人、建築士、秘書等々。
　　　　　　　　　　さらに、農業、電気・電子、コン
　　　　　　　　　　ピューター、自動車、商業、教育等
　　　　　　　　　　の各分野。
6.受入留学生　　　　9名(2012年4月現在)
　(2008年4月より) 　受入大学：敦賀短期大学

■比国育英バギオ基金
　会長　前川昭一様

動方針の事業計画に掲げた、
　1.発展途上国のカンボジアの子供たちが健康に育つ
　　ように、きれいな水をプレゼントの為に前期後期
　　に分け4ヶ所の地域に井戸を掘る費用を｢1ヶ所
　　25,000円｣×4＝100,000円｣寄付金について
　2.国際大会参加について。平成26年6月1日～4日まで
　　オーストラリアにて開催されます。オン・ツー・
　　シドニーへの参加を、多数の皆様にお願いし、楽
　　しい国際大会を企画の為、皆様よりご意見を戴き
　　たくご案内申し上げます。

議題について
　1.第2580地区より活動費の助成資金の件
　2.観光会社ＪＴＢによる長年に渡りツアーを企画し
　　て戴いて来ましたが、参加費費用が高額とのご意
　　見もあり、今年度は他社との見積もりも検討して
　　いきたいと思っており、皆様のご意見をお伺いし
　　企画して参りたいと思います。
　3.多摩分区の方々との合同参加についてと、連絡方
　　法について
以上の件で意見交換をお願い致します。
　4.ロータリー財団委員会より
　5.米山奨学委員会より

日時：2013年9月11日　18:30～
場所：たきび
会費：5,000円
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バギオ基金へのご入会
随時寄付による方法と維持後援者・維持後援ロータリ
ークラブ制に基づく継続寄付による方法があります。
下記の口座にて受付しています。郵便振替の用紙は事
務局に用意してあります。
　郵便振替　00130-0-102022
　三井住友銀行　東京中央支店　普通　8246604

■随時寄付
3,000円以上(個人・法人)もしくは、10,000円以上(ロ
ータリークラブ)をご送金ください。
■継続寄付
まず、お申し込みをしていただきます。もしくは、お
申し込みと同時に初年度分の寄付金をお送りください。
なお、維持後援者・維持後援ロータリークラブ制とは
年間一定の金額を毎年継続して寄付していただく制度で、
分類と金額は下記のとおりです。

維持後援者 維持後援ロータリークラブ

分　類 年間寄付額

Ｄフェロー 10万円

Ｐフェロー ５万円

Ｇフェロー ３万円

Ｓフェロー １万円

Ｂフェロー ５千円

Ｃフェロー ３千円

分　類 年間寄付額

Ｄクラブ 30万円

Ｐクラブ 20万円

Ｇクラブ 10万円

Ｓクラブ ５万円

Ｂクラブ ３万円

Ｃクラブ １万円

■閉会点鐘：野村会長

■第3回(9月度)理事・役員会

2013年9月4日(水)
於　久米川ウイングホテル　18:30～19:30

1.8月の収支明細報告について
　金子会計より8月の収支報告がありました。
　→承認されました。

2.9月19日ガバナー公式訪問について
　9月19日の吉田ガバナー公式訪問の際、クラブ協議会
　をどのような内容で進めるのかを話し合い、職業奉仕・
　会員増強・親睦の3本柱で発表することにし、前週の
　9月12日の橋本ガバナー補佐・斉藤分区幹事訪問の際
　は、時間の関係から職業奉仕部門のみで予行演習を
　する。
　→承認されました。

3.バギオ基金に対する寄付について
　比国育英会バギオ基金代表をされている第2580地区
　パストガバナーの前川昭一氏が、9月5日に卓話にお
　見えになる際に同基金へのクラブからの寄付をどう
　するかについて話し合い、まずは卓話を一度聞いて
　から賛同を得られるかどうかを見極めて、そして寄
　付及び金額については再度検討していくほうが良い
　という意見でまとまる。
　→継続審議となりました

4.事務局のパソコン故障ならびに老朽化による入れ替
　えについて
　8年ほど使用したパソコンが突然故障し、修理見積も
　りをお願いしたところ、新規買い替え金額とあまり
　変わらなくなるために、以前より取引のある山田商
　事さんにお願いし新規購入並びにデータの移し替え
　を早急に依頼したいとのこと。
　(予備費より約12～13万円拠出)
　→承認されました。

5.Ｉ･Ｍ全員登録について
　10月16日(水)フォレストイン昭和館で開催の多摩分
　区Ｉ･Ｍについては全員登録とする。
　(ホストクラブ福生中央ＲＣ)
　→承認されました

6.ＦＲＣ合同例会の全員登録について
　10月11日(金)東大和ハミングホールで開催のＦＲＣ
　合同例会については全員登録とする。登録料の5,000
　円は例年どおり会員の負担とする。
　(ホストクラブ東大和ＲＣ)
　→承認されました

【連絡事項】
■相羽会員より9月11日(水)18:30～たきびにて国際奉
　仕委員会主催の炉辺会合が開かれることの再案内が
　ありました。


