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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2314回例会 2014.6.26

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

2014宇宙専門の旅行会社 
　先日の朝日新聞に宇宙観光の時代は必ず来る。あ
とはいつ行くのか？という時代であると言う話を宇
宙旅行を専門に扱う旅行会社｢クラブツーリズム・ス
ペースツアーズ｣の社長がしていました。都内で開い
た説明会には約50人の参加があり、英国のバージン
グループがアメリカで計画する宇宙旅行を販売する
との事です。スペースシャトルの元パイロットらが
操縦する専用の宇宙船でアメリカのニューメキシコ
州から高度110㎞まで上昇し4分間の無重力状態を体
験できるそうです。ちなみに費用は2,500万円との事。
予約状態は世界で650人以上あり日本からも18人登録
しているそうです。その他にもスペーストラベルと
いう日本の会社が、米国のスペースアドベンチャー
社が提供する宇宙旅行プログラムの予約受付を開始
しました。現在取り扱っているプログラムは、月へ
の旅を実現する｢月旅行｣約17泊18日間で150億円(1ド
ル100円換算)・高度400kmの国際宇宙ステーション
(ISS)に約1週間滞在する｢国際宇宙ステーションへの
旅｣約13泊14日52億円・大気圏を抜けて宇宙空間を数
時間体験できる｢日帰り宇宙旅行｣1日1000万円の3種
類あります。宇宙に行くロケットは、ロシアのソユ
ーズロケットを使用し、月旅行と国際宇宙ステーシ
ョンへの旅については、事前にガガーリン宇宙飛行
士訓練センターで訓練をしてから実施するとの事。
月旅行については、スペースアドベンチャー社とロ
シアのパートナー企業が計画し、2017年の打ち上げ
を予定しています。国際宇宙ステーションの旅は、
既に各国の宇宙飛行士が長期滞在しているISSで生活
体験し、既に7人の民間人が宇宙旅行を体験している
そうです。このスペーストラベルという会社の代表
者は、高松聡氏と言って、ISSで｢ポカリスエット｣・
｢日進カップヌードル｣のＣＭを手掛けたスペースフ
ィルムの代表も兼ねていて、本格的な宇宙旅行の到
来を予見して、個人向け旅行サービスを立ち上げた
と言う事です。更に今月1日の日経新聞には、｢めざ
せ火星の旅｣として、アメリカの起業家であるイーロ
ン・マスクさんが火星の旅を1人約5,000万円で計画
中との事。ちなみにマスクさんは、現在42才で、想
像を絶する世の中が10～12年後完成予定です。

■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：
　村田会員

■お客様紹介：
　中丸パスト会長

◆ゲスト：
　東京福生中央ＲＣ
　多摩分区ガバナー補佐
　橋本恵治様
　東京福生中央ＲＣ
　多摩分区分区幹事
　斎藤富美男様
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■インターアクト委員会：
　第2回地区インターアクト委員会開催の案内の受理
　2014年7月12日(土)　15:30～
　於　日本大学第一高等学校

■国際ロータリー日本事務局：
　2014年7月のロータリーレート　1ドル＝102円

■東村山市市制施行50周年委員会：
　市制施行50周年記念事業｢八国山芸術祭｣開催案内
　チラシの受理について
　2014年8月2日(土)　開演10:00～
　於　東村山市立中央公民館ホール

■八坂神社：
　八坂神社例大祭執行の案内の受理について
　2014年7月12日(土)　9:30～
　於　八坂神社

■例会変更：
　東京東江戸川ＲＣ　8/12(火)→休会　他

■回覧：東京小平ＲＣ週報

■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

29 24 0 1 96.43
■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：92.86％
■前々会メークアップ者：
　小町会員：理事会
　中條会員：地区米山委員長会議
　當麻会員：東京福生ＲＣ

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　おかげ様で本年度最終例会を迎えること
　　　　　　ができました。会員の皆様、ご協力あり
　　　　　　がとうございました。橋本ガバナー補佐、
　　　　　　斎藤分区幹事、1年間大変お疲れ様でした。
　　　　　　ご尽力に感謝申し上げます。
◆荻野会員：野村会長、石山幹事、一年ご苦労様でし
　　　　　　た。自分も今回、出席が少なくて皆様の
　　　　　　パーセントを下げてしまいました。野崎
　　　　　　様仕事ありがとうございました。
◆樺澤会員：橋本ガバナー補佐、斎藤分区幹事、ご指
　　　　　　導ありがとうございました。野村会長、
　　　　　　石山幹事、一年間お世話様でした。お陰
　　　　　　様で孫娘が優等生でロサンゼルス大学(UCLA)
　　　　　　を卒業できました。
◆金子会員：野村会長、石山幹事、1年間ご苦労様で
　　　　　　した。お世話になりました。次年度、赤
　　　　　　木会長、田中幹事、体長に注意して1年
　　　　　　間よろしくお願いします。
◆山本会員：野村会長、石山幹事、1年間ご苦労様で
　　　　　　した。橋本ガバナー補佐、斎藤分区幹事、
　　　　　　1年間ありがとうございました。
◆田中会員：橋本ガバナー補佐様、斎藤分区幹事様、
　　　　　　1年間大変にお疲れ様でした。野村会長、
　　　　　　石山幹事、大変お世話になりました。こ
　　　　　　れからが大事だと思います。第一回分区
　　　　　　連絡会、相羽次年度会長、飯田次々年度
　　　　　　幹事、北久保次々年度例会運営委員長、
　　　　　　お世話になりました。次年度、くれぐれ
　　　　　　もよろしくお願いします。
◆北久保会員：
　　　　　　橋本ガバナー補佐、斎藤分区幹事、本日
　　　　　　はよろしくお願い致します。又、野村会
　　　　　　長、石山幹事、1年間大変お疲れ様でした。
　　　　　　そして今後共よろしくお願い致します。
　　　　　　さらに野澤会員には先日の深川継一さん
　　　　　　の講話へお誘い頂き感謝致します。あり
　　　　　　がとうございました。
◆目時会員：野村会長、石山幹事、1年間ご苦労様で
　　　　　　した。
◆野村(裕)会員：
　　　　　　野村会長、石山幹事、大変ご苦労様でし
　　　　　　た。私は米山奨学会委員長として、また

西河クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　嶋田会員(6回目)

■幹事報告 石山幹事
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　次年度の地区職業奉仕委員長会があり、若干お話
させていただきます。
　委員長のお話、奉仕の精神とはということを勉強
してまいりました。次にグループディスカッション
を行いました。来年度各クラブの職業奉仕委員会の
活動予定の発表というのがありまして、発表後クラ
ブ内でどのように行き渡らせていけるかということ
とその実践方法について、ディスカッションをいた
しました。最後に相談役のタダヒロミパストガバナ
ーからお話がありましたのでご紹介します。
　1.ロータリアンは自主独立の職業人であり、十人
　　十色の職業奉仕がある。
　2.職業人である故、絶対守るべき事項として、人
　　の道を踏み外してはならない。自然の摂理に背
　　いてはならない。
　3.私益と公益の区別をし、公益を全うしているか
　　自答せよ。
　4.自己完結で良いのか。まず原始的欲求は個人の
　　ため、持続可能的欲求は組織のため。次世代へ
　　の継承というのは将来のため。これらだけでは
　　なくて社会への返礼の意識が必要なのではないか。
このようなお話をされました。
　最後に、論語から｢師曰く、君子は義に喩り、小人
は利に喩る｣ 孔子は学徳に優れたと言われる君子と
いわれる人物は義道理にかなった正しいことに敏感
であり、学徳の無い小なる小人は利益に敏感である
ということを紹介されました。その後懇親会となり
ました。
　以上、6月19日の地区職業奉仕委員会の報告をさせ
ていただきます。

本日のニコニコ合計：   59,000円
　　累　　　計　　：1,442,324円

■委員長報告

■次年度中丸職業奉仕
　委員長

　1年間多摩分区のガバナー補佐を務めてまいりまし
た。本日が最終となります。1年間ありがとうござい
ました。
　本年度の一番のトピックとしては、クラブ合併の
経緯ということで、6月号のガバナー月誌にも書かさ
せていただきましたが、多摩クラブが7クラブから6
クラブになり、福生ＲＣと福生中央ＲＣが19年前に
福生ＲＣから親クラブとして生まれましたが、再び
元に戻ったという形になりました。福生が24名福生
中央が16名でスタートしました。秋川43名、青梅が
40名に並ぶ40名になり、今までは多摩クラブで6、7
番目が常に福生、福生中央ということでしたが，今
後入れ替わりましたので、東村山さんとしても頑張
っていただきたいと思います。
　最後にクラブ評価をしなさいというものが来ます。
私の独断と偏見で書かせていただきましたが、5段階
評価となっており4をつけました。4は"良い"という
ことで、｢このクラブは知識を備え、積極的に活動し
ているがもっと効果的になれると思う｣となっていま
す。コメントとしては、東村山ＲＣは人材の宝庫です。
この人材を積極的に活用できればもっとすばらしい
結果が期待できます。シドニー国際大会、万国基金
への支援等、国際奉仕には分区一番の貢献をしてお
ります。と書かしていただきました。1年間ありがと
うございました。

■ゲスト挨拶

■橋本ガバナー補佐

　何とか1年間皆さんのご指導の下にやっていくこと
が出来ました。本当にありがとうございました。
　私たちも色々とあり、一時はもうだめになるんで
はないかと思ったこともありましたが、ガバナー補
佐は自クラブでも地区でもブルトーザーというあだ
名をいただきまして、とにかく前へ前へという、持
ち前のリーダシップで落ち着くところに落ち着きま
した。これも皆さんの温かいご支援があったればこ
そと感じております。
　ご縁もありますが今後とも福生としてやってまい
りますので、何卒よろしくお願いいたします。

■斉藤分区幹事　　　　　　例会で新しいことを勉強させてもらいま
　　　　　　した。本年度の野村・石山年度に感謝致
　　　　　　します。
◆飯田会員：野村会長、石山幹事、1年間ご苦労様で
　　　　　　した。橋本ガバナー補佐、斎藤分区幹事
　　　　　　ようこそおいでくださいました。1年間
　　　　　　ありがとうございました。
◆中丸会員：野村会長、石山幹事、1年間ご苦労様で
　　　　　　した。名会長、名幹事ですばらしかった
　　　　　　です。これからも宜しく！ 
◆小町会員：野村会長、石山幹事、1年間ご苦労様で
　　　　　　した。橋本ガバナー補佐、斎藤分区幹事、
　　　　　　分区のまとめ役ご苦労様でした。
◆戸澤会員：橋本ガバナー補佐、斎藤幹事、又、野村
　　　　　　会長、石山幹事、1年間ご苦労様でした。
◆野澤会員：橋本ガバナー補佐、斎藤幹事、一年間ご
　　　　　　指導ありがとうございました。
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■野村会長

■小町歩こう会委員長

■田中クラブ管理委員長

第6回歩こう会のご案内をいたします。
7/19(土)野山北公園・六道山公園を散策という形で企
画しております。
7/19東村山駅西口8:30集合→9:00バス出発→途中下車
で歩くという形です。
きついところではないのでお弁当を持ちながら行きた
いと考えます。

第一次例会のお知らせです。
7/3(木) 11:20～集合写真を撮りますので、10分前に集
合をお願いします。

　この一年間、会員の皆様から寄せられました暖かい
ご支援そしてご協力誠に有り難うございます。一年間
52週を通して、47回ある例会を絶対に休まずに、皆さ
んと例会時間を共有し、楽しい例会にしなくてはなら
ないと心に誓い、今日という日を迎えることが出来会
員の皆様に、感謝の気持ちと心から御礼申し上げます。
一年間誠に有り難うございました。
　今年度のＲＩ会長ロン･D･バートン氏は、｢ロータリ
ーを実践し みんなに豊かな人生を｣というメッセージ
を出され、前年同様ガバナーとしての地区のメッセー
は無く、各クラブでテーマを設定してくださいとの事
でした。私自身としてのクラブテーマは、去年の2月頃
には固まり、4月の地区協議会で吉田ガバナーの方針を
確認し、6月のペッツにはもう万全の心構えが出来てい
ました。そして、今年のクラブ会長テーマは｢話と和で
輪を広げ　ロータリーをもっと身近に｣と設定しました。
｢わ｣という文字が3つ繋がっています。話し合いを和や
かにしながら、ロータリー仲間の輪を広げましょうと
いうつもりで決めました。
　ロン･D･バートンＲＩ会長が設定したテーマを常に心
がけて豊かな1年となる様願いました。
　7月4日の第一例会では中丸直前会長から会長バッチ
と点鐘用木槌を継承し、第47代会長が誕生しました。
委嘱状伝達式の頃にはもう既に汗だくの状態で、これ
から先1年が思いやられる気分でした。でも、今では何
気に会長挨拶をこなせるようになりました。
　去年上半期の事については、去年の12月の例会でお
話ししましたので、今日は下半期を検証してみたいと
思います。1月9日の新年第1夜間例会から始まって、諸
行事が1月中は目白押しでした。そして、1月が会社の
決算のためやることが山のようにあり、気の休まる暇
もありませんでした。でも世の中は待ってくれません。
そんな中、1月25日から28日まで日台親善会議に参加し
て参りました。決算月の月末の忙しいときに会社を離
れて従業員からは白い眼で見られていました。しかし、
この日台親善会議は、素晴らしく友好的でスピーチも
なるほどと思う内容でした。中でも台湾の為に尽くし
た八田与一さんのお話には感動しました。金沢出身で
1907年に東大工学部土木課に入学し、卒業と同時に、
台湾総督府に土木技師として勤務し、台湾南部に大規
模な灌漑施設と台湾第2のダム(烏山頭ダム)を建設した
方です。施設完成後彼は太平洋戦争に従軍し、フィリ
ピンへ移動する途中でアメリカの潜水艦にやられて戦
死しました。当時台湾に生活していた日本人は全て日
本へ帰国していましたがまだ台湾にいた奥さんと子供は、
与一さんの戦死を知り、その完成したダムの送水口に
深夜身を投げ亡くなったたと言うことです。それを知
った地元台湾の人々は、八田家を偲び記念碑を建てて、
毎年5月8日には慰霊祭が行われているとの事でした。
各テーブルに日本語を話す地元のロータリアンを配置し、
とてもおもてなしを大事にしていました。来年の日本
での開催は石川県の和倉温泉にて日台親善会議が予定
されています。機会があったら是非参加してください。
お勧めいたします。2月7日から4泊5日でフィリピンへ
バギオ訪問の旅に野澤さんと相羽さんの3人で参加して
参りました。今回の参加で5回目となりましたが、毎回
新鮮な気持ちになります。今年はバギオから出たこと
のない奨学生達をマニラに呼んでフィリピン料理を一
緒に食べました。皆目を輝かせて何とも言えない素敵
な笑顔で、アトラクションに参加し、食事をおいしそ
うに食べていた姿が何とも新鮮でした。2月18・19日に
は2580地区の地区大会が催され、18日は会長幹事会に
出席し、ＲＩ理事で茅ヶ崎ＲＣの松宮さんの｢指導者育
成セミナー｣を受けました。内容はＲＩ戦略計画(ロー

■クラブ協議会(1年を顧みて)

■司会：石山幹事

■飯田次年度クラブ管理
　委員長

7/3(木) 新旧会長幹事激励会を行います。
場所：あづま　時間：18:30～　会費：¥10,000
当日は二次会がございますので、出来れば全員参加い
ただければと思っております。
場所はヒイロで21:00～22:30　会費¥6,000の予定です。
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■石山幹事

　皆さんこんにちは。今年度幹事をさせていただきま
した石山です。今日のこの発表がいよいよ当クラブで
の最後のお勤めとなりました。1年間は早いです。振り
返るとあっという間でした。なんとか無事に1年間勤め
上げてこられ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。また野村会長、事務局の菱沼
さんの支えもありました。重ねて感謝いたします。
　それから、ニコニコＢＯＸが本日で144万円となりま
した。ありがとうございました。今年度予算130万円に
対して14万円超過です。景気上昇のおかげでしょうか。
その分を次年度に繰り越しで活動費として使えるので
頑張って下さい。
　振り返ると昨年4月10日の地区協議会から約1年3ヵ月
いろいろな行事がありましたが、上半期の内容は12月
19日に発表しましたので、割愛させていただきます。
週報をご覧ください。
　さて下半期は1月9日の割烹あづまでの新年夜間例会
に始まり、2月には8、14日と2回の大雪が降りましたが、
しかしロータリー行事に影響しなかったことは幸いで
した。18、19日には新宿京王プラザホテルにて地区大
会がありました。18日には晩餐会に出席し着席形式で
おいしいコース料理をいただきました。また翌日の本
大会の参加で幹事は例年、東村山駅からの参加会員の
引率が仕事ですが、東村山駅のホーム先頭車両付近で
待ち合わせた所、中丸会員1人だけでした。さみしい限
りです。19日、本大会並びに懇親会がありました。先
週ホストの東京新宿ロータリークラブより地区大会の
記録が届きましたので、ご参照ください。懇親会では
人が多過ぎで身動き取れないほどでした。その後には
歌舞伎町の台湾料理店｢青葉｣にて、宜野湾の会員さん
と親睦二次会が開催されました。宜野湾友好委員長の
野崎一重さんご苦労様でした。21日に山宮会員の送別
会が、27日に西河会員の入会式がありました。西河会
員もう慣れましたか？頑張って毎週の参加をお願いし
ます。｢習うより慣れろ｣という感じですかねロータリ
ークラブは。西河さん含め皆さん、皆出席を目指して
頑張りましょう。
　翌月の3月13日むさしの幼稚園にて職業奉仕の第2回
のビデオ上映勉強会、その後の懇親会では私は初めて｢石
庭こまち｣を利用しました。なかなか雰囲気のあるお店
で、最後においしいうどんを食べました。26日石川酒
造にて福生ＲＣ45周年記念例会に出席しましたが、友

タリークラブ強化の手法)と題して大変解りやすいパワ
ーポイントでの講義でした。この松宮さんは、日韓親
善会議の時に｢朝鮮通信使｣という題で、1時間の卓話を
し歴史に造詣が深い方という印象があります。ソウル
市内でたまたま一緒に食事をする機会があり、奥様共々
大変気さくにお話しさせていただきました。話を戻し
まして、地区大会前日のＲＩ会長代理歓迎晩餐会では、
茶人の千 玄室さんの元気良さにビックリし驚かされま
した。名刺交換をしたときの握手の力強さには本当に
驚きました。本大会当日の様子は皆さんご存じの通り
です。親睦会場を早引けして、台湾料理の｢青葉｣にて
宜野湾ロータリーとの友好会でした。泉会長の色々な
面でのこだわりには、いつもながらお付き合いの難し
さを痛感しました。来年の地区大会は東京セントラル
パークＲＣのホストで同じ京王プラザホテルで2015年2
月16日に開催されます。3月15日には第26回全国ロータ
ーアクト研修会に中條青少年奉仕委員長と参加してき
ました。若者のエネルギーをタップリと感じて、彼ら
の積極的な行動に背中を押され自分でも珍しく多くの
ローターアクトと会話をしました。中には自己紹介で堂々
とラブホテルの専務をしています。と言う鳥取県のロ
ーターアクトの小野君という元気な青年と仲良くなり
東京地区の現状をレクチャーしてあげて、個性的な店
舗を教えてあげました。早速明日訪ねてみたいという
事でした。大変な行動力です。私は現在東京都のホテ
ル旅館衛生同業組合の理事の職にもありますので、そ
こでの情報を教えたまでの事ですので、余計な詮索は
無用でございます。3月26日の午前中は東村山交通少年
団の入退団式があり、東村山警察の3階講堂に行ってき
ました。団長の山田さんに挨拶し、警察関係という事で、
賑々しく入退団式は進み、教育資金を手渡しで届けて
きました。その時私の顔をニコニコしながら見て近づ
いてくる女性が居ました。娘が団員だそうです。そして、
ミャンマー出身で何とロータリークラブの援助で日本
に来ましたと言っていました。午後は福生ＲＣの45周
年記念式典があり、石川酒造に幹事と行ってきました。
姉妹クラブの台湾のロータリークラブからご夫婦を合
わせて、30人程の参加があり、ニコニコに30万円を出
していました。何という気風の良さでしょうか。ビッ
クリしました。4月13・14日は伊香保温泉での福生中央
ＲＣ主催の分区連絡会で親睦を深めて参りました。幹
事は翌日親睦コンペに出て貰いました。桜が満開で素
晴らしい最終分区連絡会でした。4月20日には、東村山
消防少年団入卒団式に参加し、ここでも教育資金を手
渡しして参りました。5月の親睦旅行そして、世界大会
とめまぐるしい半年でした。私は会長在任中できる限
り多くのロータリーと関係ある行事に参加して、東京
東村山ＲＣの宣伝をして来ました。地域の人々にアピ
ールする事が出来たと確信しています。やはりこの地
域で存在感を示さないと埋没してしまうと強く感じます。
そして勉強会です。入会当時は炉辺会合が月に何回か
あったように思うのですが、最近は殆どありません。
毎週木曜日にこの例会場に集まって、閉会すると1週間
後にならないと顔を合わせない状態だと思います。野
澤職業奉仕委員長に炉辺をお願いし、今年は3回あった
かと思います。何も飲み会の場所を増やす必要はあり
ませんが、やはり会員同士分かり合えるのはお酒の席
となるのでしょうか？ロータリーを語り合えることが、
次のステップに進む条件では無いかと思っています。｢ロ
ータリーの友｣を読んで、他のクラブではこんな事をし
ている。あんなことを我々も出来ないか？という会話
をしてもいいのではないでしょうか？今年度の活動方
針5項目の中で、とても残念なのは、会員増強です。先
週の例会に出席した神﨑さんが、退会となり29名にな

ってしまいました。今後の50周年に向けて、継続事業
を立ち上げたいと願っていましたが、残念ながら自分
の商売と会長としての仕事に精一杯で、皆さんと検討
する時間が出来ませんでした。会員増強・継続事業に
関しては、赤木次年度会長が積極的に進めていくとの
事ですので、一安心です。でも、とても重大な案件で
すので是非皆様の知恵を結集してこの東村山ＲＣを繁
栄させたいと強く思っています。私の会長職はこれで
終了いたしますがこれからも協力は惜しまずにロータ
リー活動に励みます。最後に幹事の石山さん、事務局
の菱沼さん、そして会員の皆さん本当に1年間ご協力い
ただき誠に有り難うございました。



東京東村山ロータリークラブ

■閉会点鐘：野村会長

好クラブの台湾の方が30人位参加されているのを見て
驚きました。その後の懇親会では台湾のロータリアン
とテーブルを囲みましたが、言葉が通じないもどかし
さを感じました。皆さん英語位はしゃべれないといけ
ませんね。
　4月13、14日は伊香保ホテル木暮にて新旧分区連絡会、
ここでは次年度の田中幹事が10名の会員増強目標を掲げ、
青梅ＲＣの数野次年度ガバナー補佐がニコニコしてお
りました。
16、17日は有志での参加という形で、名古屋守山ＲＣ
50周年記念式典に参加しました。式典並びに懇親会が
名古屋マリオットアソシエイツホテルにてあり、スケ
ールの大きさに驚きましたし、またアトラクションと
して寺井尚子さんのバイオリン＆ピアノ＆ドラム＆チ
ェロ合奏の演奏会は素晴らしかったです。10人で参加
の当クラブへのおもてなしは素晴らしいものがありま
した。翌日には守山区にある緑ヶ丘カンツリークラブ
にてゴルフコンペも行われ、当会の野澤会員がベスグロ、
飯田会委員が優勝、2位が中丸会員と3位が私、石山と
いう、超おもてなし接待コンペとなりました。
　5月に入りまして15、16日気仙沼ＲＣ例会出席並びに
親睦旅行があり、私自身、震災後に初めて訪れた被災
地となりました。例会卓話では東村山音頭を歌わせて
いただきました。田中クラブ管理委員長並びに、旅程
全般の幹事役の副委員長、野村裕夫さん、お疲れ様で
した。1泊2日の旅程中、わがままな参加メンバーのお
世話をして下さいました。感謝感激です。
　翌週の23日、西武園にてクラブ内懇親ゴルフがあり
ました。分区予選常勝のわがゴルフ部としてはやや寂
しい参加人数でしたが、田中ゴルフ部長のおかげで多
摩分区内では我がゴルフ部は一目置かれております。
心で勝て、技で勝て。毎回1パットで必ず入れる、必ず
入るという強い信念と高い技術が大切だと。私も追い
つき追い越せで頑張りたいと思います。
　そして28日より6月3日まで妻同伴でシドニー国際大
会参加してきました。私自身国際大会は5回目、妻はバ
ンコク以来2度目です。時間の制約からロン・バートン
ＲＩ会長の話が聞けなかったのはとても残念でしたが、
全般的に好天＆涼しい気候に恵まれました。相羽国際
奉仕委員長さんご苦労様でした。1週間の楽しい旅とな
りました。皆さんも国際大会にはどんどん令夫人同伴
で参加しましょう！きっと新しい発見がありますし、
ロータリーの理解も深まります。また世界規模である
と実感できます。
　帰国翌日の6月4日には今年度最後の新旧合同の理事・
役員会が｢たきび｣で開催され、次年度例会運営委員長
の北久保会員が理事会への初参加となりました。12日
には村越プログラム委員長が卓話者紹介の時間でプロ
グラム行事の99％終了の挨拶をされました。村越委員長、
今年度のプログラム内容は素晴らしいものが沢山あり
ました。ありがとうございました。そしてプログラム
に穴を空けることなく1年間が終了します。たいへんご
苦労さまでした。18日には、職業奉仕と会員研修の第3
回の勉強会が｢たきび｣にて開かれました。3回に渡り、
野澤職業奉仕委員長・小町会員研修委員長お疲れ様で
した。
　1年を振り返り、野村会長の今年度方針｢話と和で輪
を広げ、ロータリーをもっと身近に｣とういものがはた
して浸透したかどうかはわかりませんし、幹事が会長
の足を引っ張ったこともあったでしょう。また今年度
は新規入会者が1名のみで、退会者は2名(山宮会員・神
﨑会員)、30名から29名となってしまったのはとても残
念です。会員増強はものすごく大事な活動ですが、そ
の為には第1水曜日は理事役員会、第2水曜日は会員増

強日と活動日を決めることが必要な時期にさしかかっ
ているのではと思います。田中次年度幹事、伊香保で
の分区連絡会で掲げた10名の会員増強目標をぜひ達成
しましょう！一致団結してやり遂げましょう！
　運営全般では今年度はお陰様でスムーズにいったと
感じておりますし、親睦も深まったと感じております。
残念ながら｢歩こう会｣には幹事でありながら1回も参加
できなかったのは反省点です。
　私自身、例会を休んだのは4回で上半期11月28日(海
外旅行により、赤木会員幹事代行)、下半期4月16日(名
古屋守山ＲＣ親睦ゴルフ参加により、小町会員幹事代行)、
4月24日(海外旅行により、田中次年度幹事代行)、5月
29日(シドニー国際大会参加により、田中次年度幹事代
行)。代行して下さった皆さんありがとうございました。
野村会長のシドニー世界大会参加による例会欠席1回の
みには脱帽しますが･･･。
　ロータリーに没頭した1年でありましたが、下半期は
まだまだ余裕がありました。家族や従業員には多少負
担を強いたかもしれませんが、会社経営も特に問題も
なく順調でした。また幹事の心労により5キロくらいは
痩せるだろうと年度初めから取り組みましたが、体重
は変わりませんでしたが、顔はさらに大きく、ふてぶ
てしくなりました。
　大好きなゴルフも幹事期間中7月1日より今日まで86
回行きました。釣りは3回、東京ドーム野球観戦(巨人戦)
は2回、スキーは行けなかったので、次年度は釣りとス
キーをもう少し増やせればと思います。
　明日の吉田ガバナーとの地区納の会に出席したら地
区行事も最後になりますので、次年度の7月3日の赤木
会長・田中幹事の第1回例会までの間にたまったロータ
リーの資料整理と、これからの1年間は体重マイナス5
キロと、家族サービスと本業のクリーニング経営にも
っともっと注力していきたいと思います。
　会員減少及び出席率の低下に悩む昨今ではありますが、
今年度、力不足の幹事を支えて頂いたみなさんに感謝
しまして、｢私は幹事を今日引退しますが、我が東京東
村山ロータリークラブは永久に不滅です｣。
　ご清聴ありがとうございました！


