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今年度会長テーマ

第2370回例会（ガバナー公式訪問） 2015.9.3

ロータリーでハッピーライフ！

世界への
プレゼントに
なろう

世界への
プレゼントに
なろう

■ご挨拶：戸澤会長

■来賓のご紹介：
　国際ロータリー第258地区
　　鈴木喬ガバナー
　　坂田修一地区幹事
　　野崎多摩分区ガバナー補佐
　　町田多摩分区分区幹事

■司会：飯田幹事

■ご挨拶：
　国際ロータリー
　第2580地区
　鈴木喬ガバナー

■石山社会奉仕委員長：

■小町プロジェクト委員長：

　11月13日・14日の東村山市民産業祭りにおいて
青少年に前年度同様に対応する予定。「ロータリー希
望の風奨学金支援特別委員会」のご協力もお願しま
す。年度をまたぐ継続事業で橋渡しをしている。小
町幸生継続事業プロジェクト委員長のサポート役。
今年度後半にプロジェクトの事前練習を実施する予
定。詳細は委員長からご説明をお願いします。

　ご存知の方が多く、恐れ多く緊張しています。８
年前東分区ガバナー補佐を務めました折に、目時俊
一パストガバナー補佐と戸澤パスト分区幹事さんと同
期生として勉強させて頂きました。クラブ協議会は特
にロータリーの勉強の場になる。楽しみにさせて頂き
ます。

クラブ協議会
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　理事会の承認を得て、『東村山歩こう会ハッピーラ
イフ支援プロジェクト（健康年齢を引き上げ医療費の
削減を）』実施します。6回の会議・小委員会及びク
ラブ協議会を経てきた。
　日本の人口は、2008 年をピークに減少に転じ、こ
のままでは 2050 年 2708 万人、今後 100 年で 40％
減少すると推計される。少子化に伴う人口減少が高
齢者の増加となり街に暮らしに影響を与えてくる。核
家族に伴う老人のひとり住まいが精神・健康等で様々
な社会問題になる。そこで、医者に掛からない元気
な高齢者を増やすことを考え、歩くこと・学ぶこと・
地域の人たちと触れ合うことで生きている証を実感で
きる多く作ることを目標に誰でも参加できる歩こう会
を発足することにしました。

■目的：
１. 医療や薬に頼らない生活の構築を促す。
２.健康年齢を引き上げることにより高額医療費の削
　 減を図る。
３. 地場産業及び文化・環境等の幅広い再発見を促す｡
４ .街を知り友人を増やし、安心連帯の絆をつくる。
５.市民に広くロータリー活動の理解を深める。

■実施概要：
１.６０歳以上の男女で、一日３時間程度歩ける人。
２. 環境を配慮した企業、季節に合った農業・工業・
　  商業の体験をする。
３. 各種の建造物や文化財を見学し、歴史と生活文
　  化を知る。
４.季節を選んで開催する。

　2016 年～ 2017年度 R財団地区補助金プロジェク
トに申請する。（９月末日締切）當麻ロータリー財団
委員会委員に申請手続きをお願いする。

■野村職業奉仕委員長：

●方針等は既に配布の『クラブ概況及び事業計画』
　に掲載させて頂いた。
●地区においての職業奉仕委員会紹介
　「日本橋の永続企業を支える変革力に学ぶ」という
　山本海苔店・千疋屋総本店・にんべん・西川産
　業等参加。去年の暮れにあるコンサルタンツグル
　ープが企画したセミナーを受講しました｡「百年企
　業サミット」というテーマで、パネラーは、（株）う
　いろう創業 646 年で 25 代目。中国浙江省から来
　て博多で帰化し足利義満の時代に京都に呼ばれそ
　の後北条早雲に招かれ小田原へ来て511年経ち現
　在に至る・（株）竹茗堂茶店創業 233 年で 9 代目・
　（株）龍角散創業 218 年で 8 代目・（株）松崎商店
　創業（煎餅）210 年で 7代目という顔ぶれでした。
●日本経済新聞が 1996 年に新設法人 8万社の行方
　を調査した存続率は、1年後 60％、3 年後 38％、
　5 年後 15％、10 年後 5％でした。最近の 2005 年

■荻野会員増強委員長：

　増強は、とにかく人を増やすこと。それが私の願
いです。我がクラブは創立 50 周年を迎えます。『50
周年・50人』を打ち出しましたが、まだ甘いかなと思
っています。会員一人がひとりずつ入会をお誘いして
頂いて、このクラブをロータリーの歯車のように一杯
の歯車で回して頂きたいと思います。事業所に数人
のチームを作り勧誘に行ったりすることを提案しま
す。チームは、荻野、野澤秀夫会員、田中会員で決
めます。野崎多摩分区ガバナー補佐が他クラブに行
っても誇れるような会員数にしたい。現在４人に声を
掛けています。この良いクラブに、良い仲間をたくさ
ん入れたい。

■當麻ロータリー財団
　委員長：

■ロータリー財団について。
　アーチC・クランフが 1917年に創設しました。現
在のロータリー財団は『世界で良いことをしよう』の合
言葉の基本は『補助金』『ポリオプラス』『平和フェロ
ー』を活動の中心にしています。ロータリー財団はロ
ータリアンの任意寄付によって支えられています。ロ
ータリー財団の補助金の種類は、『地区補助金』と『グ
ローバル補助金』があります。ロータリアンの財団寄
付は1. 年次基金、2.恒久基金、3.その他寄付。
　2015 年 4月 8日時点のDDF総額は 16 万 2171ド
ルですが、地区が現金を持っている訳ではなく、ロー
タリー財団本部が保管しています。地区はその
『DDFを動かす権利』を持っていると理解してくださ

　5 年後 15％、10 年後 5％でした。最近の 2005 年
　のデータでは10 年後 6.3％です。老舗企業も倒産
　します。90 周年を迎えた老舗 2573 社のうち10
　年後に 100 周年を迎えられる伝統ある会社は
　1854 社。719 社も減っています。そこで共通する
　永続の理由は、①経営理念や家訓を守る②お客様
　との信用第一③変化への対応能力・チャレンジ精
　神④新しい血（養子）等でした。最後の質問で、事
　業の継承はいつ頃から意識したのか？に対しては、
　親から擦り込まれたものでは無くただ親の背中を
　見ていたとの事で、継承は突然降ってわいたようで
　あり、ご自分の子供にも家業を継ぐ事は、一切告
　げていないとの事でした｡会員の皆さん 4 代継続さ
　せて、今のご自分の会社を100 年企業に育ててみ
　ては如何でしょうか。
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■鈴木ガバナーからご感想：
地区と委員会の接点の一助になれば幸い。
●石山、小町委員長：産業祭りには継続的なご支援を
　お願いします。2010 年度から3 年間、ＲＩは世界 534
　地区でテストパイロットを募集。2580 地区は合格。

■クラブ協議会閉会の挨拶：戸澤会長
難しい話を分かりやすくして頂きました。ありがとうご
ざいました。

　ロータリー財団の変革を勉強する機会があった。
　2013 年からＲＩの過去にあった組織が並列するよう
　になった。単年制の原則はあるが複数年に亘るもの
　も増えてきた。また委員会活動も裏でいくつかにまた
　がるものも出てきている認識をして頂きたい。
　東村山市民産業祭りで言えば、社会奉仕委員会中心
　だが、青少年も関わってくる。「ロータリー希望の風
　奨学金支援特別委員会」で、私たちには 1億 3千万
　円を超す寄付が集まった。34 地区の内協賛して頂い
　ているのは 13 地区。継続的にご支援をお願いした
　い。期間は残り16 年、ご理解を。
●『東村山歩こう会ハッピーライフ支援プロジェクト（健
　康年齢を引き上げ医療費の削減を）』の実施は大変す
　ばらしい。一日1万 5 千歩歩いている。歩くことが
　健康にどんなに良いことか。高齢者の健康に貢献す
　る。９月末日までに申請してください。
●フェローは全世界に共通する地球の将来の人材の育
　成に貢献する。今後も継続してグローバル補助金、特
　に地区補助金については、地域密着型のものを見つ
　けて申請して下さい。
●70クラブの内、補助金を遣ったクラブは 56ある。今
　年度4千万円強。地区で遣う補助金は 50％。残りは
　いざというときのために留保しているので、今年度は
　2100万円位。申請をする姿勢を持ち続けることが大切｡
●ロータリー財団についてのことは、平素の例会で流し
　てください。
●ロータリー財団は来年百周年。
●100ドルを150ドルに変更は、何故そうなったかもう
　一度確認する。
●2018年をファイナルにするポリオの基金もお願いしたい｡
●職業奉仕については、歴史を一から勉強することとい
　うことを認識して。職業奉仕を眼で見ながら理解す
　る。『職業奉仕の具現化』を提唱している。
●会員増強については、東京御苑クラブが新設され
　3080人になった。しかし、7月1日には 2992人。元
　に戻った。新入会員に入門の手引きのガイダンスをお
　作りになること。辞めさせないためには全会員のサ
　ポートが必要。全会員の努力が必要。『50年・50人』
　は素晴らしい。
●私も知識の吸収をさせられた。金子エレクト会長には､
　全ての委員会を掌握された上でサポートするお立場。
　重要な一年であります。充実させて頂き次年度に繋
　げて頂きたい。
●50 年は人生と同様大きな節目。大切にお迎え頂き、
　通過点です。次の 75周年。大きく前進されますこと
　を心からご祈念し感謝を申し上げます。

い。その権利を行使する時にはロータリー財団本部
に申請します。
　地区補助金の一般的条件としては、1. 地区補助金
は地区が重要と考える人道的、教育的活動を支援す
るものです。2.行う補助金プロジェクトはロータリー
財団の使命に沿ったものでなければなりません。3.
地区補助金、プロジェクトはロータリアンの直接参加
を含むことが必須。4.『ロータリー財団、地区補助金
とグローバル補助金授与と受諾の条件』に従うことが
必要です。5. 地区の年度ごとの地区補助金補助金基
準に合致していることが必要です。以上のようなこと
を鑑み東京東村山ロータリークラブは『東村山歩こう
会ハッピーライフ支援プロジェクト（健康年齢を引き上
げ医療費の削減を）』を立ち上げました。
　『クラブ概況及び事業計画』に今年度の活動方針、
事業計画が掲載されておりますのでご理解のうえご
寄附のご協力をよろしくお願いします。例会におい
て、寄付ノートにより皆様にお願いに上がりますので
よろしくお願いします。

■米山奨学会について。
　『公益財団法人ロータリー米山記念奨学会』は、勉
学または研究のため来日し、大学教育機関に在籍す
る外国人留学生に対して奨学金を支給し、よってロー
タリーの理想とする国際理解を親善に寄与することを
目的とする。
　事業内容としては、奨学金の支給、その他この法
人の目的を達成するために必要な事業とあります。
事業の使命は、将来日本と世界を結ぶ架け橋となっ
て国際社会で活躍しロータリー運動の良き理解者と
なる人材を育成することです。
　これはロータリーの目指す『平和と国際理解の推
進』そのものです。
　何故、外国人留学生支援なのかというと、1952 年
東京 RCが発表したのは、海外からの優秀な学生を
日本に招き勉学を支援する奨学事業『米山基金』の構
想でした。そこのは二度と戦争の悲劇を繰り返さな
いために国際親善と世界平和に寄与したいという当
時のロータリアン達の強い願いがあったのです。
　『将来の日本の生きる道は平和しかない。その平和
日本を世界に理解させるためにはアジアの国々から一
人でも多くの留学生を日本に向か入れて、平和日本を
肌で感じてもらうしかない。それこその本のロータリ
ーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか』
（ロータリー米山奨学会史）
　以上のようなことから財団寄付もさることながら米
山奨学金にもぜひご協力をお願い致します。
2015 年の記録
１中　　国：81884 人（60.4％）
２韓　　国：15304 人（11.3％）
３ベトナム：　6240 人（　4.6％）
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■点鐘：戸澤会長

■司会：
　山本例会運営委員長

■会長報告 戸澤会長

■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：
　野澤(厚)会員

■お客様紹介：
　目時パストガバナー補佐

■８月の収支報告は昨日の理事会で承認された。
■ＩＭについて：9月17日の例会で、卓話の時間に
　ＩＭの役割分担についての説明に充てる。
■夜間例会について：9月24日及び 11月26日は八
　坂神社で行う。食事は出さないで、懇親会は別の
　会場で行う。ビジター料金は無し。多摩分区５ク
　ラブにメーキャップ案内を事務局から出してもらう｡

　二足のわらじは、江戸時代ばくち打ちがばくちを取り
締まる役人を兼ねたことから生まれた言葉だそうです｡
　最近よくみるのは、お笑い芸人がマラソン選手。
歌手と画家。ボクサーと会社員などが二足のわらじと
表現されています。ところで、プロ野球日本ハムの大
谷翔平選手は投手と野手という両立が難しい役割を
こなしています。
　ただ、野球選手であることには変わらないので二
足のわらじとは言わないで、二刀流と呼ばれていま

す。二刀流は宮本武蔵が有名です。たとえてとして
お酒と甘いもの。両方を好む人を指して使われてきま
した。
　最近刊行された国語辞典に二刀流で辞書を引くと
野球で投手でも野球で活躍すること。という語釈が
入りました。頑張る大谷選手の姿が日本語の辞書つ
くりに影響を与えたようです。

通 常 例 会

■幹事報告 飯田幹事

■ガバナー事務所：
　(9/26)国際理解のためのワークショップ(国際交流)に
　ついて
　地区米山奨学委員会が実施する活動の紹介
　9月26日(土)　都立小平高等学校にて
■国際ロータリー日本事務局：
　基本的教育と識字率向上月間リソースの案内について
■ローターアクト委員会：
　第28回全国ローターアクト研修会並びに第13回アジ
　ア太平洋地域ローターアクト会議登録の案内について
　2016年3月18日(金)～21日(月)
　於　京都(グランドプリンスホテル京都・国立京都国際会館)
■ローターアクト(東京東江戸川ＲＣ)：
　ローターアクト卓話依頼についてのお願いの受理
　期間：2015年10月1日～2016年6月30日
　資料添付あり：テーマ①ローターアクトとは
　　　　　　　　　　　②ローターアクトの楽しみ方
　　　　　　　　　　　③ローターアクトの作り方
■クラブ奉仕委員会：
　クラブ奉仕委員長会議の案内について
　2015年10月15日(木)　16:00～
　於　ホテルニューオータニ
■例会変更：
　所沢中央ＲＣ
　9/7(月)→振替休会(9/8(火)ガバナー公式訪問 他)

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 28 0 1 96.55

■出席報告 岩原会員
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◆戸澤会長、飯田幹事幹事：鈴木ガバナー、坂田地区
　　　　　　幹事、本日は遠いところようこそおいで
　　　　　　頂きました。きょうはみんなでロータリ
　　　　　　ーを勉強したいと思います。よろしくお
　　　　　　願い致します。
◆戸澤会長：会社を立ち上げて33年になりました。3
　　　　　　年前に社長交代し、会長としてまだ頑張
　　　　　　っています。いつかはベンツと思ってい
　　　　　　ました。やっと白のベンツを買いました｡
　　　　　　明後日車が来る予定です。やっと皆様の
　　　　　　仲間入りをさせて頂きます。
◆目時会員：鈴木ガバナー、坂田地区幹事、一年間ご
　　　　　　指導よろしくお願い致します。
◆金子次年度会長予定者、北久保次年度幹事予定者：
　　　　　　国際ロータリー第2580地区鈴木喬ガバナ
　　　　　　ー、坂田修一地区幹事様ようこそお越し
　　　　　　くださいました。ご指導よろしくお願い
　　　　　　致します。お蔭様で当クラブは創立50周
　　　　　　年を迎えることが出来ます。更なるご支
　　　　　　援をよろしくお願い致します。
◆荻野会員：鈴木ガバナー、坂田地区幹事様、本日は
　　　　　　ようこそおいで頂きました。一年間ご指
　　　　　　導よろしくお願い致します。
◆野澤(秀)会員：
　　　　　　鈴木ガバナー、ようこそ東村山へ。公式
　　　　　　訪問お疲れ様です。またその節は大変お
　　　　　　世話になりました。（お忘れでしょうが
　　　　　　地区青少年委員長のときです。）
◆山本会員：鈴木喬ガバナー、坂田修一地区幹事、ガ
　　　　　　バナー公式訪問、楽しみにしておりまし
　　　　　　た。今年一年間、ご指導の程よろしくお

　　　　　　願い致します。
◆野村会員：鈴木ガバナー、坂田地区幹事、野崎多摩
　　　　　　分区ガバナー補佐、町田多摩分区分区幹
　　　　　　事、本日はご苦労様です。今年一年よろ
　　　　　　しくお願いします。
◆岩原会員：鈴木喬ガバナー、坂田修一地区幹事、よ
　　　　　　うこそおいで頂きました。今年一年間ご
　　　　　　指導ください。よろしくお願い致します｡

鈴木ガバナー、坂田地区幹事、野崎多摩分区ガバナー
補佐、町田多摩分区分区幹事のご厚意によりご挨拶は
割愛させて頂きます。

西河会員■ニコニコＢＯＸ

本日のニコニコ合計：      53,000円
　　累　　　計　　：    296,000円■ご結婚祝月：

　野﨑会員、戸澤会長

■令夫人誕生祝月：
　岩原会員

■会員誕生祝月：
　目時会員、中丸会員
　小町会員

　貴クラブに伺うのは初めてですが、目時俊一パストガ
バナーの時代から叱咤激励を受けています。先ほども
よく一晩で覚えたねと言われました。
　小平高校の勉強の件は昨年から始まりました。米山
友愛のロータリークラブがあります。中国へいく為の
マンダリンを教えてあげたりした。
　ローターアクトは将来のロータリアンになる。ぜひ
お考えになって頂きたい。
　今年度の RI 会長、K. R. ラビンドラン RI 会長のテー
マとして“Be a gift to the world”（世界へのプレゼント
になろう）を発表。“Be a gift to the world”を遣いた
い。なぜなら私が中学 3年の時にオーヘンリーの作品、
『賢者の贈り物』に感銘を受けた。20 世紀の初頭。移民
が盛んに入ってきたニューヨーク。一組のカップル。
彼は大切にしていた祖父の懐中時計を、彼女は長い髪を
それぞれ売って、彼は彼女の為に櫛を買った。彼女は彼
の為に時計に着ける鎖を買った。そして、イブの日に
逢った時、彼女の髪が突然無くなっていた。彼の懐中時
計が無くなっていた。お互いに相手の為に遣おうと
思った大事なものが無くなっていた。お互い気が付い
たとき、呆然として抱き合って泣く。というストー
リー。世界でこれほど素晴らしい贈り物をするカップ
ルがあるだろうか。
　もう一つは、オーヘンリーがある作品の中で、プレゼ
ントとギフトの違いは何なのかと言っていました。ご

■卓話者：
　鈴木喬ガバナー

■卓話

■卓話者紹介：村田会員



東京東村山ロータリークラブ

存知のかたは教えて下さい。
　サンタクロースが子供たちにプレゼントをする心が
『ギフト』。プレゼントをする物、そのもの自体はプレゼ
ントという。
　ラビンドラン RI 会長はスリランカの会員。おそらく
ヒンズー教徒。ヒンズー教の中に類似の物語がある。
　1905 年、シカゴでポールハリスが荒廃した世の中を
どうにかしなければと立ち上がったのがロータリーの
創立時のコンセプト。ある意味ではオーバーラップし
ている。
ラビンドラン ＲＩ会長のテーマ
1. 会員増強：各クラブは会長を中心にご苦労をされて
　いる。ご尽力して新しい仲間を増やして頂きたい。
2. ロータリー財団のご支援を引き続きよろしくお願い
　致します。
　ロータリー財団はすこしずつ変革してきていること
　をクラブが掴んでそれを利用するようにしないと財
　団との接点が切れてしまう。そういうご認識をして
　頂きたい。
　ポリオの発症例はアフガニスタン、パキスタン、ナイ
　ジェリア。の内ナイジェリアだけはここ一年で無く
　なる。更に今月いっぱい発症が無ければ、ナイジェリ
　アの名前は消せる。アフガニスタンで 28 人。パキス
　タンで９人。（８月号）
　クラブで優先的な奉仕活動を進めてほしい。地域も
　グローバルも。
3.ロータリー創立記念日の2月23日にロータリーアピー
　ルを行っている。クラブのHPでも見られる。
4.DRP：地区の再構築。1999 年から採用。情報共有と
　サポートの発見をお願いしたい。ガバナー補佐は、ガ
　バナーを代行し、クラブ会長と緊密な連携で分区各ク
　ラブを指導する重責を担うわけですから、卓越したご
　指導をお願い致します。

清瀬クラブは残念でした。
人材とネットの活用を。
プログラム：若い世代を取り込んでクラブがロータリー
活動をするために情報を共有しお互いが理解し合いま
しょう。
オンライン：マイロータリーの登録をしていますか。
70 人の内 66 人が登録していない。情報を確認出来るの
で今後の事を考えると登録が必要。オンライン化して
いるロータリー。パソコンに馴染む努力をお願いした
い。

年間の概略
『ロータリーの原点に帰ろう』例会を重視しましょう。会
員は例会に出ることによって顔と顔を合わすことによっ
て友情を確認し言葉を交わすことによって親睦を深めま
しょう。深めた親睦を更に何か支援活動を見つけて行き
ましょう。それがロータリーだと思っています｡

地区大会
来年の 2月 24 日と 25 日、ホテルニューオータニ。皆さ
んと顔を合わせて共有できる場所をつくりたい。職業
奉仕のコンセプトを発表する場。全員登録と全員ご参
加をお願いしたいことをこの席をお借りして申し上げ
ておきたいと思います。

米山記念奨学
思い入れが深い。『公益財団法人ロータリー米山記念奨
学会』に更なるご支援をお願いしたい。地区の受け入れ
は 40 人。
卒業した奨学生があくまでも家族のひとりである認識
をして頂きたい。彼らに自分のホームクラブは、自分の

家庭であるという認識を持つようにご理解させて頂き
たい。
米山米吉記念館の維持に現地ではご苦労されているの
では。ひとり 100 円ずつご支援を頂きたい。ぜひ米山
奨学の委員長様にはご配慮頂きたい。

特別委員会を 4 つつくった。日韓特別委員会。来年国
際大会『ソウル大会』が開催される。4万人を超すという
見込みで５日間の開催に。東京ナイトも決定している。
友情を深めて頂きたい。

日台親善特別委員会
6 月 5 日に金沢で日本側が主催の会議がある。ロータ
リー希望の風奨学金に莫大な支援をしている。

ロータリー希望の風奨学金特別委員会
啓蒙運動を含めてアッピールすることを任務とするこ
とをご理解頂きたい。

バギオ特別委員会
現地では 5代目。3代目から日本で子どもたちを支援し
てきた。ご支援をお願いしたい。

貴クラブは来年度創立50周年を迎えます。大きな節目。
しかもそれを現在の会員さんが非常に手厚くキープし
ながらやっていらしゃいます。他所のクラブのように
出入りがあまりない。願わくは新しい力をどんどん入
れて頂いてより強固なクラブになって頂くことを心か
らご祈念申し上げまして本日の公式訪問の卓話とさせ
て頂きます。本日は誠にありがとうございました。

■閉会点鐘：戸澤会長


