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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：
　北久保例会運営委員

■会長報告 野村会長

アフリカの歌姫2013
　先日南アフリカの父と言われたネルソン・マンデ
ラ元大統領が亡くなりましたが、その南アフリカに
ちなんで、イボンヌ・チャカチャカさんのお話をし
たいと思います。
　映画好きの方はご覧になったかもしれませんが、｢ホ
テル・ルワンダ｣というタイトルの挿入歌を歌った48
歳の女性歌手なのですが、今年の5月末から6月始め
に掛けて横浜で開催されていた、アフリカ開発会議

に合わせて、来日した方です。彼女の目的は、5歳未
満で死亡する5人に1人が、ワクチンで防げる病気で
亡くなっている現状を変えたい、と予防接種普及へ
の支援を訴えるためです。その他にも女性の人権、
マラリア予防等があります。アパルトヘイト政策下
の南アフリカで生まれ、11歳で父親を亡くしたそう
です。当時は、黒人女性が財産を持つことは禁じら
れ家を没収され、黒人が白人居住地を歩くと放たれ
た犬に噛まれ、午後2時以降に町にいると逮捕された
そうです。肌の色の違いで何故こんな扱いを受ける
のかと思い続けたそうです。19歳の時美声を見出さ
れて、デビューし歌声が不正義や不平等と闘う武器
になると気付き自由への渇望、そして貧困との闘い
を歌に込めたとの事。当時獄中にあったネルソン・
マンデラ元大統領は、彼女の歌に支えられたと後に
告白してます。彼女の言葉で｢人は死ぬ時には何も持
っていけない｣が持論で、だから｢自分が持てるとき
は、人と分け合うのよ｣。というこの言葉は、ロータ
リーにも充分通じると感じたので皆さんに紹介しま
した。それは、女手ひとつで育ててくれた母の教え
でもあると書いてありました。

■点鐘：野村会長

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

■幹事報告 石山幹事

■八坂神社：
　元旦祭の案内の受理
　2014年1月1日(元旦)　11:00～
　於　八坂神社
■東村山市陸上競技協会：
　第25回東村山市民周回駅伝競走大会後援名義使用
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　とプログラムへの広告掲載依頼について
　2014年1月12日(日)
　於　都立狭山公園
■東村山市商工会：
　新年賀詞交歓会の案内の受理
　2014年1月29日(水)　16:30～
　於　サンパルネコンベンションホール
■東村山青年会議所：
　第40回卒業式出席の礼状の受理
■メールアドレス変更：
　那覇西ＲＣ新アドレス：
　nahawest-rc@iaa.itkeeper.ne.jp
■回覧：
・ハイライトよねやま
・バギオ基金2012年度事業報告書
・週報　所沢中央ＲＣ

■出席報告 村田例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 22 0 6 78.57
■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：93.10％
■前々会メークアップ者：
　小町会員：清瀬ＲＣ
　村田会員：お茶の水ＲＣ
　漆原会員：朝霞ＲＣ

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　平成25年の最終例会です。先日のクリス
　　　　　　マス例会、ご苦労様でした。次回例会ま
　　　　　　で約3週間ありますが、ロータリーの活
　　　　　　動を忘れることなく1月9日｢あづま｣にて
　　　　　　全員参加で再会致しましょう。
◆清水会員：山宮さん、多摩カップありがとうござい

　　　　　　ました。東京よみうりとても難しかった
　　　　　　です。それと狭山ゴルフクラブも楽しかっ
　　　　　　たです。それとチョコレート代を払い損
　　　　　　ねましたのでニコニコに替えさせて頂き
　　　　　　ます。
◆野澤会員：上半期円満に打上がりました。皆さん良
　　　　　　いお年をお迎え下さい。写真ありがとう
　　　　　　ございました。
◆戸澤会員：野村会長、石山幹事、半年間お疲れ様で
　　　　　　す。今日は落としたバッグが戻ってきま
　　　　　　してありがとうございました。石山幹事
　　　　　　の言葉を聞いてニコニコ入れます。
◆田中会員：奉仕の心でニコニコ。先週のクリスマス
　　　　　　夜間移動例会は皆様の協力で無事終える
　　　　　　事ができました。ありがとうございました｡
◆赤木会員：先週のクリスマス例会、田中委員長ご苦
　　　　　　労様でした。大変楽しい時を過ごすこと
　　　　　　ができました。
◆野崎会員：家族例会は米山奨学生選考面接のため欠
　　　　　　席致しました。来年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。
◆中丸会員：前回のクリスマス家族親睦移動例会では
　　　　　　楽しい時間を過ごさせて頂きありがとう
　　　　　　ございました。
◆北久保会員：
　　　　　　クリスマス移動例会でのカラオケ大会は
　　　　　　皆様のご助力のおかげで進行することが
　　　　　　できました。今後は時間を厳守してさら
　　　　　　に楽しく和やかな運営をできれば良いと
　　　　　　思いました。
◆當麻会員、嶋田会員、樺澤会員、野村会長、
　石山幹事、町田会員：
　　　　　　田中会員、クリスマスパーティの写真あ
　　　　　　りがとうございました。

本日のニコニコ合計：   34,000円
　　累　　　計　　：  797,574円

 こんにちは。先週のクリスマス夜間例会、皆様の協力
をいただきまして改めて御礼を申し上げます。シマノ
先輩、イハラ先輩、会場の設営・受付後片付けと大変
にありがとうございました。相羽委員長に看板3万5千
円かかるところを無料で協賛いただきました。アロハ
カラオケと全員で盛り上げていただきました。北久保
さん、タキシードを新調し気合いが入っているのがよ
くわかりました。皆様のまごころに感謝しまして改め
て御礼申し上げます。次は新年例会です。最後のご協
力をよろしくお願い申し上げます。

■田中クラブ管理委員長

■委員長報告
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　先週14日(土)、神田学士会館にて、地区青少年交換
発足50周年記念祝賀会が開催され、出席して参りました。
早いもので、私が委員長を担当してから7年が経ちまし
た。当時の派遣生もたくさん来ていて、久し振りに楽
しいひと時を過ごしました。また、歴代委員長や多く
の先輩とも親しく歓談してきました。50年の歴史の重
みとともに、青少年交換の意義を改めて感じた一日で
した。

■野澤職業奉仕委員長

　皆さん、こんにちは。先日からお話のとおり、カン
ボジアに井戸をということで皆さんにご協力をいただ
き誠にありがとうございます。前々回、同じ子供たち
ならと言うことで青少年委員会からも3万円ほど寄付を
いただきましたので、後もうわずかなのですが、10万
円になり次第終了とさせていただきますが、是非あと
少しですので、皆様引き続きご協力をよろしくお願い
いたします。
　それと、シドニーの国際大会の件ですが、現在、参
加者4クラブ合わせて21名となっております。12月中で
期限がすでに切れておりまして、料金は少し高くなっ
ております。最初、シドニーで観光含めて見積もり出
させていただいたのですが、最終日のブルーマウンテ
ンの観光が無理そうだということで中止としましたが、
その金額で38万3千円の料金のところを観光を入れた方
がいいということでＪＴＢに無理を言って少しサービ
スいただいた次第です。観光含めキャンセル代も合わ
せて39万3千円が旅行費となっております。その他に空
港税とか燃料サーチャージとか大会登録料も期限が過
ぎました関係もありました。これも仕方ない限りですが、
12月27日が最終の期限で人数が20名を超えましたなら、
51万3170円ですべての費用となることになっています。
27日以降もしキャンセルが出たならば、1人あたり10万
から15万あたりのキャンセル料が発生します。是非そ
のあたりを酌んでいただいて、少しでも安い料金とで
きるよう、また正式な人数を把握させていただきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。

■相羽国際奉仕委員長

■クラブ協議会(上半期を顧みて)

2013上半期を顧みて
　みなさん改めましてこんにちは。上半期を顧みてと
いうことで、時系列的にその時々のお話をしてみたい
と思います。今年度の第1回理事・役員会が7月3日に開
催され、新年度が新たにスタートしてから早くも上期
が終了しようとしています。4月には、現・新合同多摩
分区連絡会が、伊香保温泉のホテル小暮にて早くも開
催され、次年度ガバナー補佐として、福生中央ＲＣ橋
本さんがかなり入れ込んでいて、これは大変な1年にな
りそうだと当時は感じました。でも月日が経つにつれ、
そんな雰囲気はだんだんと薄れてきて、今では良い意
味で楽しみながら、リラックスして様々な行事に参加
しています。当初今年1年間はドップリとロータリーに
漬かってみようと皆様に宣言しました。現在もそれは
継続中です。7月14日に、八坂神社の例大祭が執り行わ
れ、大変荘厳な雰囲気の中、初めての経験でしたので
非常に緊張しました。7月中に親クラブの立川ＲＣを始
め兄弟クラブの武蔵村山ＲＣそして、子クラブの東大
和ＲＣ、清瀬ＲＣを表敬訪問し、自分の年度がスター
トしたという実感が湧いてきました。そして、25日に
は橋本ガバナー補佐と斉藤分区幹事がお見えになり、
所信表明をし、Ｒ財団奨学生の広沢智紀の卓話があり
ました。彼は今もケンブリッジ大学に通っています。
ロータリー以外の別団体の奨学金を受けています。去
年一年間現地のロータリーとのお付き合いが無かった
のですが、今年の秋にガバナー事務所を通じて新たに
ホストクラブとして、名乗りを上げてくれた地元ケン
ブリッジのクラブがあり、彼はそのクラブの行事に出
席している模様です。8月には第50回インターアクト年
次大会があり、当日はローテックスのメンバーも居て、
このような若者が将来ロータリアンとなって活躍して
くれるとを祈るばかりです。また、この例会場で当ク
ラブ主催の第2回多摩分区連絡会が開催され、財団の地
区補助金・グローバル補助金について勉強会が開かれ
ました。月末には夜間親睦例会として、西武園遊園地
での花火大会が復活し、参加者も多く大変盛り上がっ
たと記憶しています。もう一つ月末に秋川ＲＣ主催の｢鮎
の塩焼きを食べる会｣に3年連続で参加しました。当日
は隅屋、戸澤さんご夫妻、鮎釣りが趣味の村田さん、
広沢君とで参加してきました。当日はお客さんの人数
が多くなり、会員の皆様は会場に入りきれずに外で気
勢を上げていました。9月には、スボーツ祭東京の国体
用炬火採火式と東村山市市民体育大会の総合開会式が
あり、大変な思いをしましたが、例年だと屋外で開催
されるそうで、今年は体育館の中だったので恵まれて
いるというお話を受けました。卓話者では、前川パス
トガバナーにお願いして、バギオ基金についてプロジ
ェクターを使ってお話していただきました。お蔭様で
今日現在会員個人からの寄付金で10万円と募金箱でも
27,000円集まりました。端数は菱沼事務局が埋めてく
れました。バギオ訪問の旅には、野澤・相羽会員が参
加していただけることになりました。大変ありがとう

■野村会長
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　皆さん、こんにちは。早いもので私が幹事になりま
して半年が過ぎました。何とか無事にここまで務める
ことができたのも皆さんのご協力のおかげです。あり
がとうございました。また引き続き下半期もよろしく
お願いします。
　野村会長方針の｢話と和で輪を広げ、ロータリーをも
っと身近に｣というテーマの浸透にはまだまだ至ってい
ないので、下半期はここに注力していきたいと思います。
もちろん出席率の向上と、会員増強も合わせてですが･･･。
右肩上がりで2013-14年度が終われるように更に努力を
重ねてまいります。
　幹事の仕事は前年度4月10日の地区協議会出席から始
まり、4月14・15日の新旧の分区連絡会(伊香保・木暮)、
5月22日の予算決め、6月4日の第1回分区連絡会(青梅か
んぽの宿)、翌日5日の新旧理事役員会、そしてクラブ
概況及び事業計画の作成に取り組み、7月3日の今年度
最初の理事会、翌日４日の今年度最初の例会(2269回)
がスタートしました。
　新年度がスタートすると7月9日の地区財団セミナー
参加、10日武蔵村山ＲＣ訪問、12日立川ＲＣ訪問、16
日東大和ＲＣ訪問、23日清瀬ＲＣ訪問、25日ベネファ
クター1000ドル寄付、その後8月7日に行われた東村山
ＲＣ主催の第2回分区連絡会(八坂神社)の準備並びに開
催と、行事＆予定ぎっしりの1ヵ月半でした。やっと落
ち着いたのはお盆を過ぎたあたりからでしょうか。8月
24日に西武園にて夜間移動家族例会が盛大に行われま
したが、これは田中クラブ管理委員長に全部お任せで
きたので、とても楽しく過ごせました。田中委員長あ
りがとうございました。
　野村会長も私も汗かきなので、暑い夏に新年度が始
まり年度初めに行事が重なり忙しく、汗だくで結構き
つかったです。やせるかと思いきや、その分補給もす
るので結局半年過ぎても痩せずに、私はやや太りました。
現在は寒いので汗もかかずに非常に何をするにも快適
です。新年度が寒い時期から始まればとても快適だと
思いますよ。暑さに強い体作りするために本気でダイ
エット考えます。目標マイナス5キロ。筋肉質。糖分、
塩分控えめ。
　続きまして、9月5日地区青少年会議出席、9日ＦＲＣ
ゴルフ西武園参加、19日ガバナー公式訪問、10月3日指
名委員会委員召集、この委員選定の際に不手際があり
ご迷惑をおかけしました。改めてお詫び申し上げます。
7日地区大会への分区予選会、東京バーディクラブにて、
1位東村山ＲＣ423、2位青梅ＲＣ452、3位武蔵村山ＲＣ
453で自分もグロス89、東村山クラブ内5位で予選会突
破に貢献できてとてもうれしかったです。(グロス上位
5人の合計で争いました)
　9日第3回分区連絡会(石川酒造)、11日ＦＲＣ合同例
会(ハミングホール)この時は野村会長が欠席のため私
が会長代理の挨拶をしたので、緊張しましたし、良い
経験もさせていただきました。16日のインターシティ

■石山幹事

ございます。そして、その相羽国際奉仕委員長による
炉辺会合が9月11日に｢たきび｣にて開催されました。そ
こで相羽さんのテーマであるカンボジアの子供に安全
な水を提供する為の井戸掘りについて、説明があり現
在募金箱が回っています。9月19日はガバナー公式訪問
でした。今年の私の事務的な目標として、毎年作成さ
れるクラブ概況及び事業計画書をこのガバナー公式訪
問に間に合わせるように作成していましたが、今年は8
月の第一週に会員に配布しました。本来ならば新年度
の7月の第一週には会員の手元にあるのが理想ですが、
この件については後任の会長にお任せすることにいた
します。また、忘れられないセミナーとして、地区会
員増強セミナーがありました。當麻委員長と参加した
のですが、卓話者として2750地区パストガバナーで銀
座ＲＣの市川伊三夫様のお話で、皆様にも報告しまし
たが、｢火の用心｣という方法で退会者を食い止めると
いう件です。例会の終了時に同じテーブルにいる会員
同士で、｢大丈夫ダヨネ!｣という意味を込めてお互いに
確認し合う事、すなわち予防効果を発揮するという現
状説明でした。｢退会用心｣という意味です。10月では、
野澤職業奉仕委員長による｢職業奉仕発祥の原点｣とい
う演題で、しっかり勉強していなければ出来ない素晴
らしい卓話だったとつくづく感じました。そして、第
68回国民体育大会の開催があり、大会役員として参加し、
バスケットボールの試合を間近で見学することが出来
ました。14日には東村山市の行事である国際友好協会
35周年記念祝賀会に野澤会員、野村(裕)夫妻と参加し
ました。インディペンデンス市にもＲＣがあると思い
使節団の代表者に、私のクラブ名刺を届けてもらうよ
うにお願いしました。将来ＲＣ同志でも交流が出来た
らとの思いからです。10月19日～21日にかけて日韓親
善会議で韓国のソウルに行ってきました。多くの発表
者の気持ちが伝わる素晴らしい会議でした。会議には、
皆様ご存知の白川南ＲＣの福山さんと一緒に出席し、
韓国のロータリアンで、日本語を完璧に話す方や片言
でも意味が通じる方等を紹介して頂きました。民間レ
ベルの交流がこれ程大事だと感じた経験は始めてでした。
2日目の夕食会で、宮廷料理を食べに行くコースに参加
したところ、田中作次直前ＲＩ会長そして市川伊三夫
様他ＲＩ理事、バストガバナーが沢山居まして、調子
に乗ってスナップ写真や集合写真を撮り、写真を焼き
増しして、青山ＲＣの会員を通じて送付したところ、
なんと今週の月曜日に田中作次直前ＲＩ会長よりお礼
の電話を直接頂きました。感謝感激です！ 11月は恒例
の産業祭。今年はご存知の通り玉葱販売と、ポリオ撲
滅運動におけるペットボトルのキャップ集めを実施し、
天候を考慮して初日に多く販売した結果、翌日は午前
中で売り切れ。キャップ集めも結果が出て良かったと
思います。皆さん大変ご苦労様でした。市役所の課長
さんより参加に関して、いくつかの指摘を受けました
ので、来年に向けて引継ぎをしっかりやりたいと考え
ています。例会では、清水さんのイニシェーションで
のご両親に対する想いとドラム演奏、東大和ＲＣの女
性会員2人による卓話が印象的でした。12月4日には、
私の行動方針でもある地域の行事に参加する事で、消
防少年団による防火防災安全祈願餅つき大会に出席し、
育成資金を会長さんに手渡ししてまいりました。小・
中学生の子供達は日曜日の早朝より、団員全員で一生
懸命準備から携わっていて、保護者の方々、消防署員
の方々も一緒になって地域の行事に参加しているのを
拝見し、素晴らしい事業に資金提供していることが良
く理解できました。結びに先日の家族親睦クリスマス
例会大変ご苦労様でした。上半期それぞれの行事にお
いて、企画・お手伝いくださいました会員の皆様に感

謝いたします。そして、後半に向けて皆様のご協力宜
敷く御願いします。今年は本日の例会で終了です。良
い年をお迎えください。
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ーミーティング(送迎バス手配)。17日野村会長ととも
にＪＣ創立40周年記念式典参加。
　11月は通常例会が4回スムーズに行われましたが、11
月28日に幹事になって初めて例会を欠席しました。代
理で幹事役をしていただいた赤木クラブ奉仕委員長あ
りがとうございました。お休みをいただいた週にタイ
に行きゴルフ4ラウンド、やはり暖かいと体も回り、ボ
ールも飛んでゴルフは楽しいです。リフレッシュでき
ました。
　11月9・10日産業祭、日曜日は雨予報が一転して天気
が良くなりました(10日は自分のゴルフ競技会のためお
休みさせていただきました。その分9日に2日分働いた
つもりです。その成果か10位入賞でした)。19日、霞が
関カンツリー倶楽部にて2580地区ゴルフ大会決勝では2
位となり会長不参加の為、幹事がクラブを代表して副
賞をいただきました。23日には野澤会員の経営する、
むさしの幼稚園の40周年記念式典にも野村会長と共に
参加させていただきました。
　12月4日、第4回分区連絡会(東大和例会場)、4回目と
もなると橋本ガバナー補佐・斉藤分区幹事もだいぶ落
ち着き、和やかな雰囲気になりました。5日には年次総
会が無事に終了し、7日ＪＣ40回卒業式に参加、パーテ
ィー終了まで懇親を深め、ＪＣのメンバーにロータリ
ークラブ入会お誘いの活動をしてきました。12日家族
親睦クリスマス例会に妻と共に出席、またまた田中ク
ラブ管理委員長並びに山本例会運営委員長・北久保会
員のご活躍で幹事は楽しくパーティーに参加すること
が出来ました。そして本日19日を迎えております。
　仕事(本業)との両立が大変な時期でもありましたが、
真剣に取り組めば誰かが手を貸してくれますし、また
仕事との日程調整も｢見えない力｣が働いているのかど
うなのかは分かりませんが、スムーズだったように感
じております。少し仕事のほうにも注力したいですが、
何とか景気も回復基調になり下半期にかけて強く景気
が上昇すれば、仕事は少し横に置いてもロータリー活
動に注力できるのではないでしょうか。ただ、いつ何
時でも世の中というものは｢一寸先は闇｣なので、ロー
タリー活動並びに本業のクリーニングにおいても足元
をしっかり見つめて、一歩一歩着実に前へ進んでいき
たいと思います。会員の皆さん引き続き、ご協力なら
びにご指導、ご忠告のほどよろしくお願いいたします。
各委員長さんもいろいろとお忙しくご苦労も多いかと
思いますが、お力をますます発揮していただき、下半
期も東村山ロータリークラブを盛り上げていきましょう！
ご清聴ありがとうございました。

■閉会点鐘：野村会長


