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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

富士山が世界文化遺産に

　皆さんこんにちは。今年の例会は今日も含めて
4回です。また来週の例会は、年次総会とクラブ
協議会ですので是非出席してください。さて、富
士山が6月22日に世界文化遺産に登録されたこと
により、富士山周辺の宿泊施設に変化が、現れ始
めたという報告があります。中でも一番変貌して
いるのが河口湖エリアだそうです。世界遺産とし
て日本国内では17例目で、文化遺産としては13例
目の登録です。富士山の世界遺産登録は、25の構
成資産からなっていて、山梨・静岡両県の19の自
治体にわたり富士山以外に神社、登山道、洞穴、
樹型、湖沼等からなっています。ビジットジャパ
ン(2002年・Ｈ14)以来外国人旅行者の受け入れを
積極的に行ってきて、東京～大阪を繋ぐ｢ゴール
デンルート｣の中継地点として栄えてきました。
　当時箱根温泉では、価格帯の合わない中国人旅
行者が大量に流れ込んでいて、温泉と外国人旅行
者という2つの武器によって、河口湖周辺は一大
観光エリアでした。今回このほかに富士山と言う
武器が追加されたわけです。とはいえ、外国人で
も日本人でも観光ビジネスは｢水もの｣でリーマン
ショック、東日本大震災、外交問題等で簡単にブ
レてしまう危さがあります。また、世界遺産には、
｢登録抹消｣という事態も想定しなければいけませ
ん。例えば、当クラブでも宿泊したことがある｢ホ
テル鐘山苑｣のデータを紹介すると、登録後に宿
泊予約が急増し、予約数は前年の10％増で推移し
ています。特に、関西、北海道、九州などの今迄
殆ど実績の無い地域からの問い合わせが多いと言
う事だそうです。このホテルは、敷地2万5千坪あ
り、相模川の源流である桂川が流れる素晴らしい
施設です。設備投資も2010年に完了し、これから
どれだけ実績が伸びるか楽しみだそうです。

■点鐘：野村会長

■合唱：ロータリーソング
　｢それでこそロータリー｣
◆ソングリーダー：
　野澤会員

■お客様紹介：
　目時パスト会長

◆ゲスト：卓話者
　東大和ＲＣ
　中西紀子様
　藤宮志津子様
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■出席報告 北久保例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 22 0 6 79.31

■前々会メークアップ者：
　飯田会員：名古屋ＲＣ　當麻会員：東京東大和ＲＣ
　中丸会員：理事会　　　野崎会員：地区米山委員会
　戸澤会員：地区会議

■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：96.43％

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆中西様、藤宮様：
　　　　　　本日は卓話で大変お世話になります。よ
　　　　　　ろしくお願い致します。
◆野村会長、赤木会員：
　　　　　　すっかり冬らしくなりました。今日は東
　　　　　　大和ＲＣより中西紀子様、藤宮志津子様
　　　　　　ようこそお越し下さいました。本日は卓
　　　　　　話をよろしくお願い致します。
◆野澤会員：去る24日、むさしの幼稚園創立40周年記
　　　　　　念式典を開催し、無事盛大に終了するこ
　　　　　　とができました。野村会長、石山幹事ご
　　　　　　出席頂きありがとうございました。本日
　　　　　　は藤宮様、中西様、卓話楽しみにしてお
　　　　　　ります。
◆當麻会員：中西様、藤宮様、本日の卓話楽しみにし
　　　　　　ています。よろしくお願い致します。
◆嶋田会員：中西紀子さん、藤宮志津子さん、ようこ
　　　　　　そ！大変楽しみにしておりました。今日
　　　　　　はどうぞよろしくお願い致します。
◆中丸会員：北久保様、先日はニコニコ忘れてすみま
　　　　　　せん。写真ありがとうございます。本日
　　　　　　は東大和ＲＣ中西様、藤宮様、ようこそ
　　　　　　おいで下さいました。卓話楽しみにして
　　　　　　おります。よろしくお願い申し上げます。
◆金子会員：藤宮さん、中西さん、今日はお忙しいと
　　　　　　ころありがとうございます。これからも
　　　　　　よろしくお願いします。
◆小町会員：中西様、藤宮様、本日の卓話楽しみにし
　　　　　　ています。

■ロータリー財団
　マルチフェロー感謝状：
　戸澤会員(2回目)
　樺澤会員(1回目)

■バギオ基金感謝状：
　樺澤会員

■幹事報告 赤木直前幹事

■ガバナー事務所：
・地区大会｢会長幹事会｣時間変更の連絡
　新スケジュール：会長幹事会　2/18(火)
　　　　　　　　　15:00 登録開始
　　　　　　　　　15:30 点鐘～17:30 終了
・シドニー国際大会日本人朝食会の日時について
　2014年6月1日(日)　午前6時30分～(現地時間)
・｢日台ロータリー親善会議｣案内の受理
　2014年1月26日(日)　14:00～
　於　台湾　圓山大飯店
　登録料　会員15000円
　会議詳細は別紙にて(出席者へ)

■米山奨学委員会：
　地区米山奨学委員会の案内について
　12/ 6　地区米山奨学委員会→中止
　12/13　執行役員会議→中止
　　〃　 13～15時委員会開催
　12/20　執行役員会 13～15時　委員会 15～17時
　 1/17　執行役員会 13～15時　委員会 15～17時
　 1/31　委員会→中止

■国際ロータリー日本事務局：
・2013年12月のロータリーレート　1ドル＝100円
・Ｒ財団年次寄付Ｐ.Ｈ.Ｆ認証フェローピンの受理
　戸澤忠会員　Ｐ.Ｈ.Ｆマルチ2回目
　樺澤襄会員　Ｐ.Ｈ.Ｆマルチ1回目

■回覧：
　RIJO･FQR奉仕プロジェクトの流れ(ライフサイクル)
　第2回

本日のニコニコ合計：   30,000円
　　累　　　計　　：  671,574円
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　本日は東大和ロータリークラブから藤宮志津子さん、
中西紀子さんのお二人に女性会員増強のため卓話をお
願いしました。私が野澤先生と会員増強の副委員長を
している時から、他クラブの女性ロータリアンに、東
村山ロータリークラブで女性会員が新しく入ってくる
ような卓話をして頂きたいと思っていました。良いお
話をして頂けるよう、お二人に盛大な拍手をもってお
迎えください。よろしくお願い致します。

■卓話

■卓話者紹介：
　村越プログラム委員長

　去る11月26日、浅草ビューホテルにて、第2回地区職
業奉仕セミナーに野村会長と参加してきました。今回
はロータリーの創始者ポール・ハリスが4人の仲間とロ
ータリークラブを発足させるまでのいきさつと、ポール・
ハリスの生い立ちをまとめたものです。｢ロータリーも
のがたり、奉仕の思想の発生と成長｣このＤＶＤをもと
に、前期第2回目の新入会員研修を12月中旬に開催する
予定ですのでよろしくお願いします。

■野澤職業奉仕委員長

　現在のところ8名参加となっています。多くの皆様の
ご参加をお願いします。

■相羽国際奉仕委員長

■委員長報告

　みなさん、こんにちは。お蔭様で先日の産業祭は無
事に終わりました。今年度は市との調整がうまくつかず、
募金活動は出来ませんでしたが、その代わりポリオ撲
滅の為に少年団の子供たちと共にペットボトルのキャ
ップの回収をいたしました。それと玉ねぎの販売もし
ました。
　第1日目の9日(土)は会員12名、少年団は消防・交通
それぞれ5～10名くらいの子供たちが来てくれました。
玉ねぎの売上金は75,750円。
　2日目の10日(日)は会員10名、少年団の子供たちは5
～10名で売り上げは25,901円でした。2日目は思いのほ
か玉ねぎが午前中に売り切れましたので、残った会員
と共に清掃をして午後はブースを閉める形となりました。
2日間での売上総額は101,651円、仕入れを引いた純利
益は38,651円。この分が今年度の少年団の子供たちへ
の育成資金となります。
　ペットボトルキャップの回収結果は5074個、ポリオ
ワクチン5.9人分です。これは業者を通して寄付されま
す。今年度も社会奉仕委員会より資金を足して、それ
ぞれの少年団に5万円ずつの育英資金として差し上げた
いと思っています。
　みなさんご協力ありがとうございました。

■戸澤社会奉仕委員長

　皆様に確認のお知らせです。今年度の事業計画にご
ざいます、上期中に会員1人1名の入会候補者推薦状の
提出をお願い致します。なお、現在のところ1名のみと
なっています。

■當麻会員増強委員長

　12月12日(木)パレスホテルにて開催のクリスマス家
族親睦移動例会、現在のところ40名の参加となってい
ます。お忙しいところ大勢の皆様、ご参加頂き有り難
う御座います。来週の例会で集金を予定しています。
ご協力の程、宜しくお願いします。

■田中クラブ管理委員長

　明日、たきびにて18:30より、田中氏のチャンピオン
を祝う会 をやります。よろしくお願いします。今のと
ころ11名参加となっています。

■中丸ゴルフ部委員
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■閉会点鐘：野村会長

①どのような気持ちで入会を決意したのですか。
→地域の異業種の方々とお知り合いになり、その方々
　の活動を通して世界を知りたいと思ったからです。
②どなたに入会を勧められ、また、その人の職業は何
　でしょう。
→複数のロータリー会員が職場に勧誘にいらっしゃい
　ました。職業は色々でした。クラブ活動内容の説明
　はなく、｢一緒にやりましょうよ｣と笑顔でしつこく
　言われて負けました。
③入会して何年になりますか？
→24年3月ですので、1年半です。主人は長年会員でし
　たので、気分は長いです。
④その間に退会しようと考えたことはありますか？
→ございません。
⑤現在はどの委員会ですか？
→財団です。
⑥ロータリーに入会して良かった点、悪かった点。
→一日中、仕事場で次から次にふって来る雑務に追わ
　れる中で、自分の為に決まった時間に外出して落ち
　ついて椅子に座る時間が持てたこと。そして色々な
　お仕事のお話をお聞きできること。物事の加減、自
　分の位置感覚、そうした自明性を養うのは、様々な
　他者とのコミュニケーションの経験です。そしてロ
　ータリーアンは常に仲良くし、前向きな姿勢で行動
　しているグループであることに関心しています。
　悪かった点は、例会が終了したとたんに、ブルブル
　と震えていた携帯の留守電の一つひとつに、矢継ぎ
　早に駐車場で答えなければならないことです。ほん
　の少しですが、さらに忙しくなったことです。仕方
　ありません。
⑦入会に際して｢女性会員｣として何か特典はありまし
　たか
→別にありません。いやいや大ありです。男性がお茶
　を入れて下さることです。びっくり、びっくり。内
　心恐縮しています。
⑧女性会員の入会を勧めるにあたって、どのように話
　をしたら良いか
→アンケートからお話します。
⑨現在の自分の職業にプラスになっているか、今の心
　境は
→なっています。幼児教育に携わっていますが、どう
　いう世界観を持った子どもたちに育てていくか、私
　の考えに大いに影響が与えられています。

■卓話者：
　東京東大和ＲＣ
　藤宮志津子様

自己紹介
平成9年3月、京都大学法学部を卒業
平成9年4月から平成11年3月まで研修(司法研修所)
平成11年4月に弁護士登録し、銀座の個人事務所に12年
ほど勤務しました。
夫が、東大和市にて｢あんしん葬祭(旧社名：大和花壇)｣
という葬儀社を経営している縁で、2年半前に東村山市
萩山に転居しました。
平成23年3月に東大和市駅前にて事務所を開設しました
(現在2年半)。
家族は、夫と子ども二人(8歳と4歳)

②どなたに入会を勧められ、また、その人の職業は何
　でしょう。
③入会して何年になりますか？
④その間に退会しようと考えたことはありますか？
→開業した年の9月ごろ、鳩貝さんが尋ねてきた。
　鳩貝さんからは｢まずは、お互いに仕事をすればよい｣
　東村山ＲＣの金子先生に聞いて、直接尋ねるように
　アドバイスを受けたと聞いた
①どのような気持ちで入会を決意したのですか。
⑥ロータリーに入会して良かった点、悪かった点。
→地元の方々と交流をすること、仕事上のメリット。
　地元の企業経営者とのつながりは仕事の上で大きな
　メリット。直接の仕事だけではなく、分からないこ
　とを教えてもらえること。入会した直後から何度も
　声をかけてもらい仕事を頂いている。
→入会してから分かったメリット。
　若林さんの言っていた｢少しは気が晴れますか？｣と
　いう言葉
　息抜きの時間、いつもと違う時間
　皆さんに応援していただいている
　心強い部分
⑤現在はどの委員会ですか？
→入会してから2回目の例会の時からＳＡＡということ
　で、入り口に立って挨拶して下さいと言われた。そ
　こで一緒に立っている方々と雑談して、色々と話し
　かけていただき、親しくなっていくきっかけとなった。
　2年目は、ＳＡＡと出席委員と会報委員だったと思う。
　昨年、それまで会報を作成していた多摩信の支店長
　が交代となったため、その時から会報を作成している。
　現在は、会報とＳＡＡ。
⑦入会に際して｢女性会員｣として何か特典はありまし
　たか
→別にない。でも二次会は一度も尾奈根を払ったこと
　がない。
⑧女性会員の入会を勧めるにあたって、どのように話
　をしたら良いか
→正直よく分からない。男性ばかりの中でも私はあま
　り気にならない、そういう場所が多いから。女性の
　経営者は、男性社会の中で生きているから気にしな
　い人も多いと思う。
⑨現在の自分の職業にプラスになっているか、今の心
　境は
→プラスになっている。もっとプラスにしていきたい
　ので、よろしくお願いします。■卓話者：

　東京東大和ＲＣ
　中西紀子様


