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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2330回例会 2014.10.23

ロータリーに
輝きを

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：石山会員

■点鐘：赤木会長

■お客様紹介：
　戸澤パスト地区幹事

◆ゲスト：東京武蔵村山ＲＣ
　　　　　酒寄　好夫様、倉内　淳様

◆東京武蔵村山ＲＣ
　酒寄　好夫様

■会長報告 赤木会長

　東京武蔵村山ロータリークラブの酒寄 好夫様、倉
内 淳様、ようこそ当クラブにご来訪下さいまして有
難うございます。当クラブの例会をごゆるりとお過
ごし下さい。
　会員の皆様、先週の多摩分区ＩＭご苦労様でし
た。今年度のＩＭは例年と違った企画でした。“今こ
そロータリーの本質を”全員で語り合おう｢ロータリ
アンとは｣｢ロータリークラブとは｣のテーマを12の
テーブルに分け、テーブルディスカッションが行わ
れました。私のテーブルは、全て他クラブの会員で
した。普段、他のクラブの会員と同じテーマで話し
合う機会がないので大変貴重な体験をさせていただ
きました。皆さんはいかがでしたか。
　来年のＩＭは、当クラブがホストを努めます。野
崎一重ガバナー補佐の基、全員で力を合わせ成功さ
せましょう。

平成26年11月10日(月)、4RCゴルフコンペがございま
す。場所は、昭和の森ゴルフクラブで8時40分集合で
す。8組で行いますので東村山RCの皆様頑張って良
いスコアーを出してください。

■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
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

27 23 0 2 92.00

■出席報告 野村(裕)会員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：3名
■前々回出席率メークアップ修正後：88.64％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：理事会
　石山会員：東京武蔵村山ＲＣ
　野村(高)会員：理事会
　野澤会員：東京武蔵村山ＲＣ
　中丸会員：東京東大和ＲＣ

西川会員■ニコニコＢＯＸ

◆東京武蔵村山RC 酒寄様、倉内様：
　　　　　　本日はお世話になります。よろしくお願
　　　　　　いします。
◆赤木会長、田中幹事：
　　　　　　東京村市村山ロータリークラブ酒寄好夫
　　　　　　様、倉内淳様、ようこそおいで下さいま
　　　　　　した。中丸会長、本日の卓話よろしくお
　　　　　　願い致します。
◆戸澤会員：今日は雨が降る予想だったのでゴルフを
　　　　　　中止して例会に来ました。酒寄さん、倉
　　　　　　内さん、ようこそおいでいただきました｡
◆北久保会員：
　　　　　　酒寄様、倉内様、ようこそお越し下さい

■ガバナー事務所：
・｢意義ある業績賞｣の申請について
　推薦書締切：12月25日(木)
・ロータリー文庫：HPリンク資料のお願いについて
　文献のデジタル化(PDF化)に伴うお願い
　①クラブHPにて｢ロータリー文庫｣へのリンク
　②個人・地区・クラブ発行のロータリー関係の文
　　献、資料等の寄贈
・｢ジャパン･ロータリーデーIIin東京｣開催の案内に
　ついて
　2015年2月4日(水)　13:00～
　於　グランパシフィック LE DAIBA
　RI会長ゲイリーC.Kホアンご夫妻をお迎えして
　対象：全会員・入会5年未満の新会員
・沖縄分区・地区青少年奉仕部門合同委員会の開催
　について
　2014年12月9日(火)　11:00～
　於　ホテルニューセンチュリー
・沖縄分区I･Mの案内の受理
　2014年12月9日(火)　14:00～
　於　ゴザ・ミュージックタウン音市場

■青少年奉仕委員会：
　青少年奉仕アンケートの協力依頼
　返信期日　11月30日(日)

■国際ロータリー日本事務局：
　｢例会休会｣に関する規定について捕捉
　＜2010年手続き要覧抜粋＞
　1）1年に4回を上限として任意に例会を取りやめる
　　  事ができる
　2）国民の休日(カレンダー上赤い日)と例会が重な
　　  る場合、上記1)とは別に休会とすることができる
　3）12/31～1/3の期間は上記1)と別に休会とするこ
　　  とができる
　4）一般的なお盆休みの期間中は上記1)と別に休会
　　  とすることができる

■職業奉仕委員会：
　｢第2回地区職業奉仕セミナー｣開催の案内について
　2014年11月18日(火)　15:00～
　於　東武ホテルレバント東京

■クラブ奉仕委員会：
　多摩分区クラブ奉仕委員意見交換会の案内の受理
　11月6日(木)　18:30～
　於　パレスホテル立川

■東京青梅ロータリークラブ：
　2014～15年度多摩分区I･M礼状の受理

■回覧：ハイライトよねやま

■NPO法人空堀川に清流を取り戻す会：
　署名のお願いについて
　空堀川に清流を取り戻す為、東京都北多摩北部建
　設事務所長と都知事宛ての署名活動の協力

■例会変更：
　所沢中央RC　11/3(月)→例会取消　他

■ガバナーエレクト事務所：
　ガバナー補佐予定者・顔合わせ会
　2014年12月10日(水)　18:00～
　於　ハイアット･リージェンシー

■幹事報告 田中幹事
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■委員長報告

■野村(裕)会員

　皆さんこんにちは、社会奉仕委員長小町会員が本
日所要により欠席されましたので代理でご報告させ
て頂きます。
　社会奉仕委員長・青少年奉仕委員長とで東村山市民
産業祭りの実行委員会を作っています。本日のお願い
は、東村山市民産業祭りの件でお願いがあります。
　11月の8日・9日で行いますが昨年までは、戸澤会
員のお蔭で玉葱の販売を行っていましたが今年は、
ガラッと趣を変えて初めての試みをします。内容
は、紙芝居・綿あめ販売・子供さん向けのイベント
を考えています。付きましては、初めての試みなの
で準備を確りと行いたいと思いますので人数が多く
必要になります。是非多くの皆様に出席お願い致し
ます。
　来週は、10月30日(木)が例会お休みになりますが此
処でリハーサルを行います。ご都合の付く方は、1時
30分にお集まり頂きたいと思います。
　当日11月8日(土)1日目は、8時に集合願います。(テ
ント内に集合です)
　参加出席簿を回しますので出欠席の記載願います｡

　改めまして皆さんこんにちは、委員長の中丸です｡
　今月は、職業奉仕・米山月間になります。10月の2
日に米山留学生の方に卓話をして頂きました。本日
は、プルグラム委員長にお願いし皆様方からの卓話
をお願いしています。
　私が30分の卓話は、出来ませんのでその道のプロ
の会員にお願いしました。
　入会歴の浅い方で北久保さん・中堅役で金子会
員・ベテランの域でズバリ物を言う怖い(笑)町田会員
にお願いしています。
　本日武蔵村山からメーキュプでお越しになられて
いる倉内様は、地区委員でございまして本日の卓話
を監視しに来ているのではないかと緊張していま
す。(笑)
　職業奉仕は、難しく捉われていますがもう少し簡
単に考えても良いのではないでしょうか？ロータリ
ーの綱領が目的に代わり職業上の高い倫理基準をも
ち役立つ仕事は、すべて価値あるものと認識し社会
に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高
潔なものとする。不正や社会に反する事はしないで
自分の仕事を全うする事が職業奉仕である。

　皆さんこんにちは、テレビ・ラジオで有名な日本
道路交通情報センターで昨年までお世話になってい
ました北久保です。
　大学の先輩である塩野アナウンサーには、大変お
世話になりました。又小松原光男ゴルフ道場1975年
から14年間放送された番組のアナウンサーが独立す
る記事を新聞で見て縋るようにその先輩のところに
行きお仕事を頂きました。映画評論家の小森のおば
ちゃまとのインタビューで懲りてしまいました。
　映画蒲田行進曲の封切の時です。塚公平原作・深
作金治監督・松坂慶子主演のあの映画です。(伴奏～)
　レコードの販売を手伝いしました。皆さん大変長
らくお待たせいたしました。それでは、映画蒲田行
進曲主演女優の松坂慶子さんをお迎えいたします。
皆さん拍手でお迎ください。
アナウンサー「松坂さんお綺麗ですね！」
本人「いいえそんなことありませんわ・若い人には
負けますわ」
アナウンサー「そんなことは、無いですよ　松坂さ
ん本当にお綺麗ですよ！　ねー皆さん」
何とか凌いで　司会の仕事が好きになりました。
　日テレの方が集まる六本木のバーで当時スポーツ
アナウンサーの小川光明さん・小林寛悟さん・小早
川正明さん・福留功さん・吉田信一郎さん等がいま
して突然マイクが廻ってくるのですが私は、当時キ
ングレコードから出た地元の東村山音頭を歌いまし
た。その後にドリフターズから志村けんが大ヒット
しました。
　現在は、デジタルアーツ東京(声優学科)で講師をし
ています。
　昨年3月にお世話になった情報センタ―を退職し現

■卓話（職業奉仕月間に因んで）

■卓話者：
　職業奉仕委員会
　中丸委員長

■卓話者：北久保会員

　　　　　　ました。野村会員、IMの写真をありがと
　　　　　　うございました。
◆中丸会員：昨日の木原誠二後援会ゴルフコンペに雨
　　　　　　の中、参加してきました。結果は77で3位
　　　　　　入賞し、32インチテレビをゲットしてき
　　　　　　ました。本日、卓話をお願いした町田会
　　　　　　員、金子会員、北久保会員、よろしくお
　　　　　　願い致します。
◆嶋田会員：写真ありがとうございました。
◆相羽会員：写真ありがとうございました。
◆野村(裕)会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。また、｢歩
　　　　　　こう会｣は好天に恵まれて平林寺のオゾ
　　　　　　ンをいっぱい吸い込めました。

本日のニコニコ合計：   18,000円
　　累　　　計　　：  673,000円
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■閉会点鐘：赤木会長

　皆さんこんにちは、金子です。
　仕事の上で、心に止めていることをお話させて頂
きます。
１．天賦我道・・座右の銘
　　自分の職業や与えられた職務を天から与えられ
　　たものとして取り組むこと。
２．あひるの水かき・・・
　　見えないところで汗をかいて努力する。
３．重い荷物を１人で背負いこまないで・・・
　　一緒になって物事の解決に取り組む。
４．明けない夜明けはない・・・
　　前向きに、楽観的に考える。
５．自分で自分を追い込まない・・・
　　人は、他人の事にまで関心がない。
６．人は、受けた恩は忘れるもの・・・
　　忘れない人を大切にする
７．時間薬と忘れ薬・・・
　　世の中は、何かあっても、時の経過と忘却によ
　　って自然に何もなかったかのように流れていく
　　もの。
　ご清聴ありがとうございました。

在に至っています。
　今後も良い出会いを大切にしていきます。
　ご清聴ありがとうございました。

■卓話者：金子会員

　こんにちは、町田です。
　喋る事が商売の北久保会員と弁の立つことを弁護
士と言います。お二人の後で少ししゃべり難いです
が宜しくお願いします。
　現在、売れている本でお金に好かれる人嫌われる
人の法則と言う本がございます。元都市銀行の支店
長さんが書いた本です。大変売れているようです。
　こんな諺があります。
　小欲知足
 （あまり、いろいろな物を欲しがらず、現在の状態
　で満足すること。 欲望を全て、消してしまうので
　はなく、欲張らないで、与えられた現実を素直に
　受け入れること）
起きて半畳・寝て一畳・天下取っても二合半
 （人間が必要な広さは、起きている時が半畳で、寝
　ても一畳あれば足りる。贅沢は慎むべきであると
　いう教え。）
　私は、昔を振り返ることは、好みません。過去の

話に何の意味もありません！
　人生やっと70年が経ちました。3分の1は寝ていま
す。(23年)・食事をするのが約9年・トイレで約4年・
健康を保つのに必要なのが38年。目を開けて何をし
たのか分かりませんが精々頑張ったのが33年。これ
まで4回職業を変わりました。初めは、銀座の百貨店
です。2つ目は、宝石屋です。3つ目は、食べ物屋で
す。現在は、不動産管理と室内装飾をしています。7
年前から百姓をしています。
　細々と無農薬野菜の無人販売をしていましてその
売り上げの一部をロータリー財団のポリオ撲滅に寄
付させていただいています。
　ご清聴ありがとうございます。

■卓話者：町田会員


