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今年度会長テーマ

第2347回例会 2015.3.5

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：北久保会員

■入会式：岩原隆様・野澤厚子様

■点鐘：赤木会長

■国歌：｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
　村田会員

■お客様紹介：
　小町パスト会長

◆お客様：
　東京東大和RC
　金野眞一様

■会長報告 赤木会長

■入会式

　東京東大和ロータリークラブの金野眞一様、本日
はようこそ当クラブにご来訪下さいまして大変有難
うございます。金野様のお顔を見るだけで、例会場
の雰囲気が明るくなります。そのうえ本日は二名の
新入会員の入会式が行われますので、より一層例会
場が輝いて見えます。
　さて、この度当クラブに入会となりました岩原様
そして野澤様、入会おめでとうございます。クラブ
全員でお待ちしておりました。これから長きに渡っ
てロータリー活動を共に歩み、素晴らしい時を過ご
して行きたいと思います。
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 26 0 3 89.66

■出席報告 清水会員

■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：96.00％
■前々会メークアップ者：
　金子会員：理事会

■ガバナー事務所：
・2014～15年度ＲＩ会長賞の申請について
　締切日：3月31日(火)必着
・第20回日本青少年交換研究会｢富士の国会議｣の案
　内について
　2015年5月16日(土)～17日(日)　12:00受付開始
　於　ホテルセンチュリー静岡
　※ロータリアンどなたでも参加可能。
　(希望者は事務局まで)

■ガバナーノミニー事務所：
　次年度地区連絡会の案内について
　2015年3月27日(金)　15:00～
　於　ガバナー事務所

■青少年奉仕委員会：
　在京・地区青少年奉仕包括成果発表会の案内につ
　いて
　2015年5月17日(日)　14:00～
　於　銀座フェニックスプラザ会議室

■東村山市社会福祉協議会：
　第42回福祉バザー協力と出店のお願いについて
　2015年5月24日(日)　10:00～14:00
　於　東村山社会福祉協議会　駐車場
　①協賛金品の提供、バザーの広報、当日の手伝い等
　②出店(飲食できるもの)　1区画￥1,000

■東村山市緑を守る市民協議会：
　｢春の緑の祭典｣プログラムに係わる広報内容の確
　認及び平成27年度賛助会費納入のお願いについて
　広報内容：事務局にて確認します
　賛助会費：(参考)昨年度3万円

■東村山市市制50周年記念事業実行委員会：
　市制施行50周年記念事業実行委員会｢第2回総会｣と
　｢慰労会｣等の開催について
　記念の木植樹セレモニー：
　　2015年3月23日(月)　16:00
　　於　市役所1階ロビー
　↓
　総会に移行
　↓
　慰労会：
　　17:30～
　　於　市役所地下食堂

■東京足立ロータリークラブ：
　事務局移転のお知らせ
　移転先：
　〒121-0813　足立区竹の塚6-15-12メゾン竹の塚601

■例会変更：
　東京福生ＲＣ　3/11(水)→3/15(日)チャリティお茶会

■回覧：
・バギオだより
・コーディネーターニュース2015年3月号
・ロータリーアンケート調査の最新情報

■幹事報告 田中幹事

◆金 野 様：いつもありがとうございます。本日はお
　　　　　　世話になります。
◆中丸会員：岩原さん、ご入会おめでとうございます｡
　　　　　　これから久米川会共々、宜しくお願い致

西川会員■ニコニコＢＯＸ

■ご結婚祝月：
　小町会員、荻野会員
　西川会員

■会員誕生祝月：
　隅屋会員

■令夫人誕生祝月：
　戸澤会員
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本日のニコニコ合計：     55,000円
　　累　　　計　　： 1,195,000円

■委員長報告

　50周年のお知らせです。4月中に日程を決めさせて頂
きます。実行委員会は、次年度になってから発足したい

と思います。それまでの間予備期間として顧問を隅屋会
員・嶋田会員にお願いし快く了承して頂きました。副実
行委員長を戸澤会員にお願いをします。
　7月の新年度に実行委員会を立ち上げますので皆様宜
しくお願い致します。

　　　　　　します。野澤さん、一緒にロータリーを
　　　　　　楽しみましょう。
◆荻野会員：岩原隆さん、野澤厚子さん、入会おめで
　　　　　　とう。よろしくお願いします。
◆樺澤会員：同期の桜、金野様ようこそおいで下さい
　　　　　　ました。
◆山本会員：岩原様、野澤様、ご入会おめでとうござ
　　　　　　います。ロータリーライフを一緒に楽し
　　　　　　みましょう。
◆野村(高)会員：
　　　　　　岩原さん、野澤厚子さん、本日は大変お
　　　　　　めでとうございます。ロータリーライフ
　　　　　　を楽しみましょう。
◆野崎会員：岩原様、野澤様、入会おめでとうござい
　　　　　　ます。金野様ようこそいらっしゃいまし
　　　　　　た。目時さん卓話よろしくお願いします｡
◆清水会員：岩原様、野澤様、入会おめでとうござい
　　　　　　ます。
◆野澤会員：外は三寒四温の季節。まだまだ春遠から
　　　　　　じですが、我がクラブは春一番がやって
　　　　　　きました。岩原さん、野澤さん、ご入会
　　　　　　おめでとうございます。ロータリーライ
　　　　　　フを楽しみましょう。金野さん、病み上
　　　　　　がりなのにようこそ。。。昨日小平ロー
　　　　　　タリーで卓話をさせて頂き勉強してきま
　　　　　　した。
◆戸澤会員：岩原さん、野澤さん、入会おめでとうご
　　　　　　ざいます。本日は目時パストガバナーの
　　　　　　卓話に期待します。今年1月所沢亀ヶ谷
　　　　　　に第3工場を開設し、オランダの玉ネギ
　　　　　　をむく機械を輸入して先週から稼動しま
　　　　　　した。今年9月に2台目を入れて10月から
　　　　　　日量30トン製造販売する予定です。実現
　　　　　　するとむき玉ネギの製造では日本一にな
　　　　　　る予定です。
◆赤木会長、田中幹事：
　　　　　　東京東大和ＲＣの金野眞一様、本日はよ
　　　　　　うこそ当クラブにご来訪くださいまして
　　　　　　大変有難うございます。本日は2名の入
　　　　　　会式に花を添えて頂き、重ねて御礼申し
　　　　　　上げます。どうぞごゆっくりとお過ごし
　　　　　　下さい。岩原さん、野澤さん、ご入会お
　　　　　　めでとうございます。

■目時東京東村山RC
　50周年実行委員長

　昨日、地区の研修委員会に出席してまいりました。
出席者は、野崎会員・町田会員・當麻会員・山本会員・
中條会員（今回欠席）です。地区研修会の詳細に関し
ては、後日の例会（ペッツ報告）の時にお知らせいた
します。

■地区研修会報告
　野崎パスト会長

　5月 28 日（木）・29 日（金）に予定をしています親睦
旅行のご案内です。
　今回は、近場の箱根でAプラン（天成園）と Bプラ
ン（ハイアット）を提案させて頂きました。多数決で
決めさせていただきたいと思います。
　大勢の皆様のご参加宜しくお願い致します。

　岩原さんの担当委員会は、例会運営委員会の所属
になります。岩原さんのウンセラーには、中丸さん
になります。
　野澤さんの担当委員会は、クラブ管理委員会の所
属になります。野澤さんのカウンセラーには、戸澤
さんになります。

■飯田クラブ管理委員長

■ロータリーの友の紹介：野村（高）会員

■新入会員の紹介者：荻野会員

◆入会者：
　岩原隆様
　野澤厚子様
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　岩原隆様・野澤厚子様本日は、ご入会おめでとう
ございます。ロータリークラブの仲間として末永く
お付き合い宜しくお願い致します。
　本日は、時間があまりありませんので新入会員の
方にロータリー生活を楽しんで頂く為のお話させて
頂きます。

■四つのテスト
言行はこれに照らしてから
　１． 真実かどうか
　２．みんなに公平か
　３．好意と友情を深めるか
　４．みんなのためになるかどうか

　東村山ロータリークラブへの入会をこころより歓
迎いたします。
　ロータリアン（ロータリーの会員のこと）になられ
て、一番大事なことは、友人を作ってロータリーを楽
しむことなのです。
　友人を作るには、まず初めにクラブの中に自分の
居場所を作ることをおすすめします。クラブ管理委
員会（親睦委員会）はこの居場所作りを支援していま
すのでクラブ行事には気後れすることなく積極的に
参加しましょう。
　初めての例会に出席される前にまず、これだけは
読んでおいてください。
　国際・地区情報ロータリークラブを知ろうロータ
リーは共産圏を除く全世界的な組織です。国際的組
織である RC（ロータリークラブ）の連合体を国際ロ
ータリー（RI）と称し RC を会員（クラブ会員でなく）
として組織されています。
　RI（ロータリーインターナショナル）では毎年新し
く会長が選任され、RI 会長の立てたテーマが世界中
の RC の 1 年間（7 月 1 日～翌年 6月 30 日）の活動方
針の基盤となります。この 1年間を西暦で年度を示
し、’14－’15年度役職名（例2014－2015年度RI 会長）
と表します。
　東村山ロータリークラブは、第 2580 地区に所属し
ます。＊日本には 34 地区あります。
　地区を代表する管理者をガバナーと呼びます。ガ
バナー経験者のことをパストガバナーと言います。
ガバナーエレクトとは、次期ガバナー予定者を指し、
ガバナーノミニーとは、次次期ガバナー予
定者のことです。会長に対しても予定者に同じく、
エレクトとノミニーを使います。
　各分区には地区ガバナーから委任された特定の管理
責任を遂行するガバナー補佐がいます。ガバナー補佐
はガバナーを補佐する役目を担い統治はしません。
　地区の行事として、年に 1回ガバナーを選出した
地区大会が開催されます。大会は 2日間にわたって

開催されますが、ホストクラブがガバナーの委嘱を
うけて実施されます。目的は地区内ロータリアンの
親睦をはかり、参加したロータリアンに誇りと感激
を与えることにあります。（３年未満の会員は義務出
席です）。
　2日間行われ本会議では各事業、寄付功労者等のク
ラブ、会員の表彰式、記念講演があります。クラブに
対しての地区行事には、年に１回ガバナー公式訪問
があります。
　クラブ会長、会長エレクト、幹事との会談で、クラ
ブの事情を聴き、問題点があれば討議を行い、例会に
おいてはガバナーから国際ロータリーの現状活動方
針について説明を聴き、クラブ活動に関しアドバイ
スを受けます。事前に行われるガバナー補佐とのク
ラブ協議会（今年度の各委員会の事業計画を発表）に
は、入会３年未満の会員にはオブザーバーとして出
席義務があります。
　分区で行われる行事では、インターシティー・ミ
ーティング（IM）アイ・エムと呼ばれる会議が行われ
ます。ロータリーに関する情報教育と各クラブ間の
意見交換を目的としております。
　ガバナー補佐のクラブがホストクラブ（東村山
RC）となり年度ごとに交代で主催します。テーマを
もって講演があり、パネルディスカッション等を行
います。IM はガバナー補佐が主催します。全員参
加義務のある行事です。新入会員には出席義務があ
ります。

■例会出席へのマナー
■例会に欠席した場合の補塡
■ニコニコ箱

　服装は整えてください。客話（会員外講師による
話）の場合は、必ず背広、ネクタイを着用してロータ
リーバッジを付けてください。夏はこの限りではあ
りませんが、清潔を心がけましょう。
　またどんなお客様がいらっしゃるか分かりません
から、上着（バッジ必携）を持参してください。
　会場には SAA（Sergeant at arms）と書かれた赤た
すきを掛けた人がいます。SAA（例会運営委員会）北
久保委員長 は会場監督が仕事で司会進行をします。
会場の雰囲気を良好に保つことに努めています。
　SAA は、服装、会場マナーのチェックをしますの
で指示に従ってください。服装では、夏はクールビ
ズの時期を決めます。会場の席は、SAA が決める場
合があります。
　例会に出席する予定だったのに急に欠席になった
場合、事務局に連絡を入れるのは当然のことです。
細かいことですが当日午前 10 時半までに連絡すれば
食事代が無駄になりません。
　例会に欠席した場合に、欠席になる、またはなった
例会日の前後２週間で他のロータリークラブの例会
に出席すると、その欠席を補塡する（出席扱いとす
る）ことができます。これを、メーキャップまたはメ
ークアップとも言いますが、ロータリーライフとし
て例会出席は、親睦の第一歩と考えます。
　この他クラブ理事会承認のクラブ奉仕プロジェク
ト、クラブ主催の地域行事や会合に参加し、ローター
アクトやインターアクトクラブへの出席もメーキャ
ップと見なされます。
　国際ロータリーまたはガバナー主催の行事に出席
した場合は、その年度の間のメーキャップとなりま

■卓話

■目時パストガバナー補佐
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■閉会点鐘：赤木会長

す。メーキャップにはビジター料が必要です。

■公式名簿Official Directory

　RI が毎年始めに発行するもので、世界中の RC の
会長・幹事の氏名・住所、例会場、例会曜日、時間、
RI 役員・委員の氏名・住所が掲載されています。そ
の他適切で必要な情報を掲載したロータリーの公式
の名簿です。各クラブの幹事が保管しています。ロ
ータリアンが旅行、特に海外旅行の際に海外の RC 
でのメーキャップにご利用ください。
　会場内でニコニコという言葉を耳にします。ニコ
ニコとは、例会で、会員の家族、事業関係の慶事・お
祝いごとなどニコニコしながら披露し、会員と共に
喜びを分かち合い、その気持ちで献金するものです。
　必ずしも嬉しいケースだけでなく皆で笑えるよう
な失敗談の披露も歓迎です。バッジを忘れたら罰金
としてニコニコしましょう。
　初めての献金は「入会しました。これからよろしく」
です。ニコニコ箱への献金は、必ずではありません
が、皆さん大体１口 1,000 円位です。嬉しいことが重
なった時や、大きな喜びがあった時の金額は先輩に
相談してください。
　ニコニコ箱で集まったお金はニコニコ箱特別会計
となります。ここ数年ニコニコの予算は、奉仕のた
めに使われるのが本来の目的ですが、実際には多目
的に使用されます。“埋蔵金”と見なされる面もあ
り、皆さん、何かと理由をみつけて献金を宜しくお願
い致します

■時間の使い方
■使うお金の話
■ロータリー会員情報

　ロータリーライフを楽しむ中で、委員会活動があ
りますが、人間関係には時間を共有できることが原
則です。ロータリアン同士、決められた貴重な時間
を守り、これに合わせる努力が必要で、時間を守るこ
とからお互いの信頼関係が生まれてきます。
　ロータリーに入会すれば会費の他に、多額の寄付
金が必要だと思うかもしれません。寄付は原則とし
て、自分が納得できる事柄に許せる範囲で行えばい
いのです。周りの方は周りの方なのですから、人目
を気にすることはありません。もしクラブとして何
らかの寄付（特に義援金、募金）をしようとする際は、
理事会の決定が必要です。（例外：米山奨学会、ロー
タリー財団への特別寄付）
　そして、理事会にかける前に幹事が情報収集して、
クラブとして必要な寄付かどうか吟味される仕
組みです。何のコメントも説得力もない寄付を行う
ことはありません。
　クラブ会費は理事会の決定によって、金額も使わ
れ方も決まりますが、その他では同好会の会費（入会
した場合に限る）あるいは、夜間例会（例会変更によ
る）とか、クラブ特別行事の時に徴収される特別会費
があります。

　ご清聴ありがとうございました。

■第9回(3月度)理事･役員会

2015年3月4日(水)　　於　たきび　18:30～

1.2月の収支明細報告について

2.その他
　1）東村山市緑を守る市民協議会：
　　「東村山市緑を守る市民協議会の緑の祭典」プロ
　　 グラム広告確認と平成27年度賛助会費納入のお願
　　  い（参：昨年度3万円）
　　  ※プログラム広告は会長名「野村高章」から「赤
　　　　木盛一」に変更
　　  →今年も例年通り承認頂きました。

　2）東村山市社会福祉協議会：福祉バザー協力と出店
　　  の案内
　　 協賛金品の提供、広報協力、当日の手伝い等、飲
　　  食できるもの出店（1区画￥1,000）
　　  →クラブとしては不参加。個人個人で協力できる
　　　　ところは協力して頂くこととします。

　3）その他
　●戸澤指名委員長：
　　相羽次年度会長軽い脳梗塞で倒れた。4月の地区協
　　議会は参加しなくてはならない。4月15日まで待
　　ち、結論を出す。
　●小町パスト会長：
　　青年会議所　4月度第一例会 OB合同例会にロータ
　　リークラブを協力の形でお願いしたい。賛助会費
　　￥50,000 参加クラブを含めて15名位出て欲しい。
　　懇親会￥4,000でお願いします。
　●飯田クラブ管理委員長：
　　東村山ロータリークラブ親睦旅行の説明
　　Aプラン、Bプラン 明日の例会で確認をとります。
　　参加者の多い方に決めます。


