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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2335回例会 2014.12.4

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

■会長報告 赤木会長

　早いもので今年も残すところ１ヶ月となりました。
又、本日は年次総会の日でもあります。今年は例年に
なく早くもインフルエンザが流行っています。皆様体
調管理には十二分にお気を付け下さい。
　昨日、第４回目の多摩分区連絡協議会が東京武蔵村
山ロータリークラブのホストで行われました。数野ガ
バナー補佐、地区委員からの報告が行われた後、上半
期における各クラブの会員増強、出席率についての取
組状況等の発表を行いました。会員増強につきまして
は、入会者があれば退会者が出て、何々増員にならず、
各クラブ大変な苦労をしている状況です。又、出席率
も全体的に低調で、非常に低いクラブもありました。
多摩分区の中で出席率が一番高いのが東村山ロータ
リークラブでした。

■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：
　東村山税務署
　浅川様

■ガバナー事務所：
・第2680地区(兵庫)主催｢全国青少年交換シンポジウ
　ム｣の案内について
　2015年1月18日(日)　開会10時45分
　於　神戸国際会議場
　登録料　10,000円
　(希望者は事務局まで)
・2015～16年度地区役員就任依頼書の受理について
　多摩分区　分区幹事　町田清二会員
　地区研修委員　野崎一重会員

■ガバナーエレクト事務所：
　次年度地区連絡会の案内について
　2015年2月5日(木)　15:00～
　於　ガバナー事務所

■幹事報告 田中幹事
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

27 21 0 4 84.00

■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：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：92.31％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：地区ゴルフ決勝大会
　石山会員：FRCゴルフ大会
　中丸会員：地区ゴルフ決勝大会
　野村(高)会員：理事会
　野澤会員：地区ゴルフ決勝大会
　荻野会員：地区ゴルフ決勝大会
　清水会員：地区ゴルフ決勝大会
　田中会員：地区ゴルフ決勝大会
　山本会員：地区委員会

西川会員■ニコニコＢＯＸ

◆赤木会長・田中幹事：
　　　　　　今年もあと1ヶ月を残す月になりました。
　　　　　　インフルエンザが流行ってきました。皆
　　　　　　さん、体調管理に十分ご注意を！
◆嶋田会員：樺澤さん、元気で戻られて本当に良かっ
　　　　　　た。またこれからもよろしくお願い致し
　　　　　　ます。

本日のニコニコ合計：   31,000円
　　累　　　計　　：  809,000円

■(一財)バギオ基金：
　第36回バギオ訪問交流の旅　結団式及び説明会の
　案内の受理
　2015年1月19日(月)　18:00
　於　弘済会館

■東京ロータリークラブ：
　地区懇親ゴルフ決勝大会参加の礼状と会計報告の
　受理

■東村山市陸上競技協会：
　第26回東村山市民周回駅伝大会開催の案内について
　2015年1月11日(日)　9:00～
　於　都立狭山公園・園内

■回覧：
　コーディネーターニュース12月号～公共イメージ
　向上のため先進地区に学ぼう～

■ご結婚祝月：
　嶋田会員

■会員誕生祝月：　
　赤木会長・田中幹事
　石山会員・野村会員

■令夫人誕生祝月：　
　野村直前会長
　野村会員・西川会員

　皆さんこんにちは、研修委員会からお知らせです。
ロータリーの友を開いて下さい。
　海外天文六をご覧ください。北海道の町長の話で生
まれが九州の博多ですが何故か北海道の町長に成られ
ている宮地さん民族性がありアフリカのお話が多いの
です。ドイツ系の民族が居るところは、一番的確な判
断をするところなのだそうです。32ページバギオのコ
マーシャルが入っていますのでご購読願います。
　八王子の会長坂本さんのお話と42ページに小さくな
ったクラブの規模が載っていますが10年前と比べると
こんなに規模が違うんだと思われます。理事会でもお
話が有ったように今後の課題かな～と思います。
　26ページロータリー財団の25年度の事業報告が記載
されていますのでご覧ください。

■野村会員研修委員長：

■小町社会奉仕委員長

■委員長報告
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■クラブ協議会

■司会：田中幹事 ■議長：赤木会長

　来週のクリスマス例会の出席数が決まりました。
　総勢53名でそのうち3名が幼児です。大勢の皆様にご
参加していただき誠に有難うございます。当日東村山
東口に17時にホテル(ベルビ・ザ・グラン)からバスが来
ますご利用になられる方は、17時までに噴水横にお集
まり下さい。
　皆様宜しくお願い致します。

■クラブ管理委員会
　委員長代理
　相羽次年度会長：

　11月18日(火)に第二回地区職業奉仕セミナーに行って
きました。
　参加人数は、150名位で若手・中間層が3分の2・長老
の方々が3分の1いらっしゃいました。2840地区の前橋ロ
ータリークラブの直前ガバナーがお話をされまして(本田
弘樹S)奉仕の理念が世界を救うというタイトルでした。
　最初は、奉仕の理想のビデオを観てそのあとお話を1
時間位聞きました。多摩分区からは、1人も来ていませ
んでした。武蔵村山RCから地区に出向している倉内さ
んが多摩分区は何をやっているんだ！とご立腹されて
いました。ビデオを持ってきましたので是非皆さん一
度ご覧下さい。
　場　所：東武ホテルレバント東京
　進　行：地区職業奉仕委員会　委員　中村　新一郎
　ご紹介：講師・地区役員・地区外からの参加者
　　　　　奉仕の心とその実践・作成Cdの放送
　　　　　奉仕の理念が世界を救う
　お礼の言葉：地区職業奉仕委員会担当副幹事
　　　　　　　宮部　一弘S 
　懇親会：18時10分～19時30分
宜しくお願い致します。

■職業奉仕委員長代理
　石山会員：

2015̃2016年度(次年度)の5大奉仕委員長・理事の方々の
発表をさせて頂きます。
　クラブ奉仕委員長　金子会員
　クラブ管理委員長　北久保会員
　職業奉仕委員長　　野村(高)会員
　社会奉仕委員長　　石山委員
　国際奉仕委員長　　田中委員
　青少年奉仕委員長　中丸会員
　例会運営委員長　　北久保会員
全員一致でご承認されました。有難うございました。

■次年度の 5大奉仕委員長
　理事の承認
　相羽次年度会長：

　目時委員長さんからお話を頂き有難うございました。
委員長さんの誠実なお人柄と皆様の熱意に答えられる
ように頑張りますので宜しくお願い致します。50周年
に向けて皆さんと一緒に頑張りましょう。
　幹事は、一緒に頑張って頂く北久保会員にお願い致
しました。ご紹介します。2人合わせて頑張ります

■金子次々年度会長：

　皆さんこんにちは、寒くなりましたがお風邪を引い
ている方が多いようですが私は、生まれてから一度も
風を引いたことが有りません！(笑)死ぬまでに一度熱が
出るという経験がありません。気負付けていること
は、食す事で季節の山菜・季節の魚を確り食べること
で回避できますのでお大事にしてください。会社で
は、馬鹿が風を引くのだと言っています。(笑)　
　冗談は、さておいて本題に入ります。次々年度は、
大事な年度になりますので指名委員会では全員一致で
50周年の会長を金子会員を推薦し一つ返事で了承を得
ました。
　それでは、金子会員一言宜しくお願い致します。

■次々年度の会長の承認
　目時パストガバナー補佐：

年次総会　５大奉仕委員長上半期を顧みて
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■閉会点鐘：赤木会長

７月３日　赤木年度初の第一例会はクラブ協議・夜は
　　　　　会長幹事慰労会
７月19日　第6回歩こう会(六道山・野山北公園)を散策
７月31日　鈴木孝雄ガバナー公式訪問
８月23日　豪華帝国ホテルでの夏の家族移動例会
９月４日　元青少年交換留学生の南芽衣さんの卓話
　　　　 （時を超えて）
９月17日　立川グランドホテル(青梅ＲＣホスト)
　　　　　FRC合同例会
10月14日　多摩分区インターシティーミーティング
　　　　 （青梅RCホスト）
10月19日　第７回歩こう会（新座市の平林寺散策）
11月8･9　東村山産業祭
　　　　 （子供に喜ばれる紙芝居・綿あめ販売・輪投げ）
上半期のご報告をさせて頂きました。

■相羽クラブ奉仕委員長：

今年度は、3つの方針を立てました。
1つは、会員全員が実践している職業奉仕の例会での発表
2つは、各会員と職業奉仕を学ぶ
3つは、クラブ管理委員会と共に親睦旅行を兼ねた職場
見学
　達成は、私の職業奉仕の卓話です。炉辺会合は、年
明けに実行します。親睦旅行を兼ねた職場見学は、検
討中です。

■中丸職業奉仕委員長：

　赤木会長は、50周年を迎えるに当たり継続的な奉仕
活動を検討するプロジェクトチームを作り、地域の行
事に参加し地域社会に貢献できるように活動を行う。
　この趣旨を基本に財団と連携し進めています。東村
山産業祭には新たな取り組みとして子供が喜ぶ紙芝
居・綿あめ・輪投げの実施。純利益65,152円
　間もなく財団地区補助金プロジェクとの申請し特別
プロジェクトの発足。

■小町職業奉仕委員長：

　本年度は、サンパウロの国際大会では、予算・金額
が遅れてしまい申し訳ございませんでした。今回は、
参加者0名でした。
　大会は、ビデオでご鑑賞させていただきます。

■山本国際奉仕委員長：

１　11月産業祭・社会奉仕委員委員会と連携して参加
２　多摩武蔵納税貯蓄組合連合会（中学生の税について
　　の作文コンクール支援）
３　課題：継続的に伝える地域奉仕活動
４　計画：１　社会奉仕委員会と連携
　　　　　２　市内の青少年育成をもぅてきに諸団体へ
　　　　　　　の助成を行い小・中生の知力・体力・情
　　　　　　　操緑の向上活動への支援

■野村（裕）青少年奉仕
　委員長：

クラブ協議会～上半期を振り返り

■第6回(12月度)理事･役員会

2014年12月4日(木)　　於　八坂神社　11:00～

1.11月の収支明細報告について

2.多摩武蔵納税貯蓄組合連合会：中学生｢税についての
　作文｣表彰式等について
　日時：12月16日(火)　17:30～
　場所：東村山市市民センター
　→昨年と同じで行うこととします。会長が都合つか
　　ないため、他の会員に参加してもらう。(内容：賞
　　状の授与)

3.社会奉仕委員会より
　①市民産業祭参加事業報告について
　　　例年、ロータリークラブとして参加してきまし
　　たが、本年、市制施行50周年の年にこれまでと内
　　容を替え、ロータリーの奉仕活動の紹介と、青少
　　年の情操育成を計り、会員拡大につなげる企画で
　　実行しました。具体的にはロータリー周知のチラ
　　シ入りポケットティッシュの配布、紙芝居、綿
　　飴、輪投げ及びこれまでの活動写真展示、米山、
　　ポリオ等広報ポスター展示をしました。交通、消
　　防少年団達の協力も得ました。親子をはじめ、多
　　くの人が来場されて、大いに盛り上がりました。
　　日　時：2014年11月8日(土)、9日(日)
　　　　　　午前10時より午後4時まで
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　　場　所：東村山市役所及び周辺
　　参加者：第1日目　11月8日(土)
　　　　　　会員：17名(8時設営開始)
　　　　　　第2日目　11月9日(日)
　　　　　　会員：16名(完売の為午後切り上げ16時撤収)

　　[収支報告]
　　支出　ポケットティッシュ(65P×16)1040個
　　　　　　6,368円
　　　　　景品駄菓子、おもちゃ、ザラメ(13袋)等
　　　　　　35,660円
　　　　　駄菓子入れプラケース(8ヶ)
　　　　　　3,214円
　　　　　輪投げ(2セット)
　　　　　　3,996円
　　　　　合計　49,238円

　　収支　2日間の売り上げ額　114,390円
　　純売上金　(114,390-49,238) 　65,152円
　　※１　本年度売上金は交通、消防少年団の育成資金
　　　　　に充当させていただきます。
　　※２　使用材量は綿アメ用ザラメ13袋、割り箸500
　　　　　膳、ポケットティッシュ1040ヶ
　　※３　紙芝居道具、園児用・大人用椅子、綿アメ器
　　　　　具は野澤会員(むさしの幼稚園)より借用させ
　　　　　て頂きました。搬出入には相羽会員が車両
　　　　　提供してくれました。

　②特別プロジェクト委員会立ち上げについて
　　　継続的な奉仕活動を検討し計画することを目的
　　とする。青少年奉仕委員会、Ｒ財団と連携して、
　　地区補助金を得るために、東大和ＲＣに負けない
　　プロジェクトを計画したい。
　　→本年度、赤木会長が活動方針の中で述べていま
　　　す、50周年を迎えるにあたり継続的な奉仕活動
　　　を検討するプロジェクトチームを作り、地区に
　　　申請することも視野に入れ、奉仕活動を立案し
　　　ていき、地域の行事に参加し、地域社会に広報
　　　活動の展開をしていきます。
　　　　本日の総会にて50周年の会長が指名されます
　　　ので、ご承認をいただき青少年奉仕委員会、国
　　　際奉仕委員会と連携し後期活動としてスタート
　　　させていきたいと思います。
　　　　・地区補助金を対象としたプロジェクトの予定
　　　　　・2016～2017年度計画
　　　　　・2015年7月1日～9月30日の募集期間
　　　　　・2015年12月にクラブの面談
　　　　　・赤木会長年度に奉仕プロジェクト立案
　　　　　・相羽会長年度に申請、面談
　　　　　・50周年会長年度に実行
　　　　構成メンバー
　　　　長期計画を見据えて決めていきたいと思います。

4.東京東村山ＲＣ・東京東久留米ＲＣ合同夜間移動例会
　の件(幹事代理：山本会員より)
　日時：2015年3月26日(木)　18:00～
　場所：掬水亭(所沢市山口2942　TEL：04-2925-7111)
　　　　※東村山西口より送迎を掬水亭に依頼する予定
　趣旨：分区を超えた、両クラブの親睦と異業種交流
　　　　の情報交換を行い、将来の両クラブの人員増
　　　　強と発展と友好関係に結び付けたい。
　人数：東京東村山ＲＣ、東京東久留米ＲＣ，メンバー
　　　　(25名+25名＝約50名)
　　　　東京東久留米ＲＣは事前登録100％でいくそう
　　　　です。当クラブも夜間移動例会として、今回

　　　　は主幹クラブなので是非100％出席で行いたい
　予算：収入
　　　　会費8,000円(掬水亭7,000、バンケット1,000円)×50
　　　　人＝400,000円
　　　　食事代金　1,000×25人＝25,000円
　　　　収入合計　400,000+25,000＝425,000円
　　　　支出
　　　　掬水亭7,000円×50名＝350,000円
　　　　バンケット13,000円×5人＝65,000円
　　　　予備費10,000円
　　　　支出合計　350,000+65,000＝415,000円

5.その他
・東村山市陸上競技協会：
　第26回東村山市民周回駅伝競走大会後援名義使用承
　認とプログラムへの広告掲載いらいについて
　(参考)前年度協力金3万円
　→①前年度と同額で協賛する
　　②東村山ＲＣ選手を出します。選手はこれから募
　　　ります。
・相羽会員より会員増強の為にも、入会金を減額した
　らどうかと提案有
　→大きな問題の為、継続審議とする

■26年11月出席表
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隅屋　宜一
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北久保隆一


