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今年度会長テーマ

第2427回例会 2016.12.1

ありがとう50周年！ ひとり・ひとりが主人公

人類に奉仕する
ロータリー

■司会：
　山本青少年奉仕委員長

■点鐘・挨拶・会務報告 金子会長

　先日の歩こう会は野澤委
員長・小町統括のもと皆さ
んの力を結集して成功裏
に終わりました。ありがとう
ございました。この力を50
周年の記念事業に向けて
皆さんでご結集いただきた
いと思います。今日の11時から理事役員会があり収支明
細報告、歩こう会のジャンパーは買取で、クリスマス家族
親睦例会にビアちゃんも出席してほしい、中学生の税に
ついての作文についての協賛金、産業祭の報告、歩こう
会の中間報告がありすべて承認されました。

■ガバナー事務所：
①ロータリー財団１００周年
記念シンポジウム出席者
の連絡について
②2019～2020年度当地区
ガバナーノミニーデジグ
ネートについて
　那覇ロータリークラブ　
新本 博司君（ニイモト　ヒロシ） 指名
③全国RYLA研究所の案内について→会長・幹事・山本
智治青少年奉仕委員長
■国際ロータリー日本事務局：
　12月ロータリーレート　1ドル＝106円
■事務所移転：東京葛飾東RC→
　新：葛飾区金町5-36-1
　電話03-5876-9351／FAX03-5876-9352

■幹事報告 北久保幹事

会員数：29名
欠　席：6名
本日の出席者：22名
出席率：78.57％
前々回出席率（修正後）：
96.43％

■出席報告 野澤（厚）会員

■お客様紹介：
　野村パスト会長

■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：
　石山会員

◆ゲスト：東京練馬西RC
　　　　 國分孝夫様

◆ゲスト：交換留学生
　ボラゾ・ジアジオ・ビアトリス



東京東村山ロータリークラブ

■年次総会

■委員長報告
■岩原クラブ管理委員長：

　来年1月12日18：30より新
年会を割烹あずまで行い
ます。

　林間学校で山登りがあり
楽しかった。ライオンキングも
すごくてびっくりした。石山
ファミリー本当にありがとうご
ざいました。中條さんよろしく
お願いします。

■司会：北久保幹事

　只今より年次総会を開会
しますが、その前に定足数
の確認を致します。東京東
村山ロータリークラブ細則第
4条、第3節に定める総会の
成立は、会員の3分の1の出
席であります。本日の出席会員は25名であります。従って本
日の総会は成立することをご報告いたします。
　次に議長ですが東京東村山ロータリークラブ細則第3
条、第1節に定める会長の任務の中に『クラブの会合及び
理事会の議長を定める』とあります。よって、議長を金子会
長にお願い致します。

■議長→金子会長
　早速ですが、議事に入ります。始めに第一号議案、会長
ノミネート(次々年度会長)の指名に入ります。樺澤指名委
員長お願い致します。

■野澤歩こう会実行委員長：

　50周年記念プロジェクト
歩こう会は成功裏に終わり
ましたこと本当にありがとう
ございます。

■小町社会奉仕委員長：

　市民の産業祭りの報告。
皆様のご協力ありがとうご
ざいました。

■野村国際奉仕委員長：

　アトランタ国際大会はク
ラブの団体行動は無く個
別対応でお願いします。

■ご結婚祝月：嶋田会員

■ビアちゃんお小遣い贈呈

■会員誕生祝月：
　石山会員・田中会員

■令夫人ご誕生祝月：
　野村会員

森田会員■ニコニコＢＯＸ

◆金子会長・北久保幹事：
「歩こう会ハッピーライフ
支援プロジェクト」無事に
終わりました。ありがとうご
ざいました。ビアさんようこ
そ！今日から中條セカンド
ファミリーよろしくお願いし
ます。
◆野澤会員：11/23歩こう会では皆様大変ご苦労様でし
た。ロータリーの「歩こう会」もまたやりましょう。健康増進
のために。
◆小町会員：皆様のおかげで「歩こう会」無事終えること
ができました。皆様に感謝します。
◆岩原会員：「いつかはクラウン」夢を叶えて乗っていまし
たが、皆さんのさっそうと乗るベンツに心ひかれ、とうとう
お仲間に加えていただきました。
◆石山会員：ボラソ・ジアジオ・ビアトリスさん、４ヶ月間ありが
とう。セカンドファミリー中條さん、ビアちゃんをよろしく。
◆戸澤会員：次々年度会長・幹事を決める指名委員会、
スムーズに決まりました。また新しいロータリーが始まりま
す。ぜひ頑張って欲しいと思います。

●合計：39000円　　●累計：643471円
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■樺澤指名委員長：

■議長：

　指名委員会では慎重審
議の結果、東京東村山ロー
タリークラブ会長ノミニーに
田中重義会員に決まりまし
たのでご報告致します。

■田中重義会長ノミニー：

　自分のとりえは元気です！
第52代になりますが全身全
霊で頑張ります。幹事を中
條さんにお願いしたところ二
つ返事でお引き受けいただ
きました。二人で手を携えて
多摩分区で輝くクラブにしていきたいと思いますのでよろし
くお願いします。

　只今樺澤指名委員長より発表がありました会長ノミニー
に田中重義会員とすることが決まりましたので、皆様にお計
りいたします。ご承認いただけますか。→『異議なし。』
　田中重義会員の会長ノミニーが承認されました。 ■議長：

　お計り致します。只今会長エレクトより発表がありました
が、次年度役員及び理事にご異議ございませんでしょうか？
　異議なしと認めます。よって次年度役員及び理事は承
認されました。
　ご協力ありがとうございました。これで議長を解任させて
いただきます。

■司会：
　金子会長ありがとうございました。それでは、ここで、田中
重義会長ノミニーよりご挨拶をお願い致します。

■司会：
　これを持ちまして、年次総会を終了させていただきます。
続きましてクラブ協議会に移ります。

■司会：
　次に移ります。東京東村山ロータリークラブ会長エレクト
(次年度会長)より次年度役員及び理事の発表をお願い致
します。

■中條次々年度幹事：

　田中さんの情熱の機関
車の行き足が悪くならないよ
うに水をかけずに油をかけ
てより良い東村山になるよう
尽力したいと思います。如
何せん力不足なので皆さん
のご協力なければ何もできません。皆様よろしくお願い致し
ます。

■小町社会奉仕委員長：

　本年度は50周年記念事
業として地区補助金プロ
ジェクト「東村山歩こう会」
が実行されました。色 な々難
題がありましたが無事予定
通りに終了できました。
　ロータリアン一人一人の力の結晶が実を結んだと思いま
す。多くの教訓がありましたが、これを力にさらに飛躍して
いくことを願ってます。

■石山クラブ奉仕委員長：

　上期はクラブの運営や行
事等、また交換留学生
ファーストファミリーとしてビア
トリスさんとのかかわりで忙
しかったですが、学ぶことも
多かったです。クラブ奉仕
委員長(副会長)としてまだまだ成長は足りておりませんが、
上半期終了まで約1ヵ月有りますので、その期間でさらなる
成長・充実をはかっていきたいと思います。

■野澤秀夫職業奉仕委員長：

　上半期は50周年記念事
業に奔走し実施する事が出
来ませんでしたが、下半期、
50周年記念式典が終わっ
てからクラブ内研修を実施

■次年度会長：
　石山敬会長

クラブ奉仕委員長：田中重義会員
職業奉仕委員長：戸澤　忠会員
社会奉仕委員長：飯田能士会員
国際奉仕委員長：中丸繁男会員
青少年奉仕委員長：野澤秀夫会員
5大奉仕委員長さんは、以上の5名の方にお願いしました。

　理事につきましては、副会長になられる田中さんと職業
奉仕・社会奉仕・国際奉仕・委員長の戸澤さん・飯田さん・
の4名に私、石山と、私の年度で直前会長になられる金子
さんの2名、さらに例会運営委員長をお引き受けいただきま
した野村さん1名で合計7名になります。役員につきまして
は、次年度幹事の岩原さん・副幹事(クラブ管理委員長)の
中條さん・青少年奉仕委員長の野澤秀夫さん・また会計を
お引き受けいただきました北久保隆一さんの4名です。理
事役員会の構成メンバーは11名になります。以上ご報告さ
せていただきますので、2017－18年度、どうぞよろしくお願
い致します。

■卓話（上半期を顧みて）
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■閉会点鐘：金子会長

■野村国際奉仕委員長：

　上半期はアトランタ世界
大会の募集をしましたが残
念ながら応募無しでした。
個別に対応いたします。まだ
色々ありますのでご紹介い
たします。ロータリー財団
100周年記念のシンポジウムに参加してきました。奨学金を
受けて活躍している方々の生 し々い話を聞いてきました。

①今回の行事に参加して
　良かった（４０）　まあまあだった（３）　良くなかった（０）
②係の対応について
　良かった（３９）　まあまあだった（４）　良くなかった（０）

③申し込方法について
　良かった（３４）　まあまあだった（９）　良くなかった（０）

④開催時期について
　良かった（３４）　まあまあだった（９）　良くなかった（０）

⑤歩く距離について
　良かった（３５）　まあまあだった（８）　良くなかった（０）

⑥歩くコースについて
　良かった（３１）　まあまあだった（１２）　良くなかった（０）

⑦返信用の連絡について
　良かった（３９）　まあまあだった（４）　良くなかった（０）

⑧エコ工場の見学はいかがでしたか
　良かった（３０）　まあまあだった（１３）　良くなかった（０）

⑨次回の開催があれば
　参加したい（３７）　　参加しない　　未定（６）

⑩その他ご意見を記載してください
・自然に触れて、最高でした。
・寒かったので、季節を考えてください。
・楽しい計画をありがとうございました。
・役員の方、ありがとうございました。
・歩く前にストレッチをしたら良いと思う。
・歩道は横に並んで歩くと、自転車や歩行者が気になるの
　で、２列位で行進するのが良い。
・皆さんと交流できて、寒い日でしたが、大変楽しかったです。
・途中、トイレ時間が長かったのが、残念でした。
・飲み物やホカロンのご配慮、ありがとうございました。
・エコ工場、参考になりました。
・毎年、春１回、秋１回開催？
・案内用紙には、歩く箇所を絵で説明して欲しい。
・返信遅く、予定が立てられなかった。
・FAXで申し込んでも参加できて良かった。
・主催者の方、役員の方、朝早くからご苦労様でした。

■山本青少年奉仕委員長：

　今期は青少年交換の方
でビアちゃんが来てくれまし
て、中丸カウンセラーにお骨
折りいただきまして、石山会
員、北久保幹事、中條さんと
やり取りしてスムーズにビア
ちゃんを受け入れられたことが上半期で一番いいことだと
思います。

して、地区研修とクラブ研修を合わせて求めて行きたいと
思います。

■司会：
　以上を持ちましてクラブ協議会「上半期を顧みて」を終
わります。

　各委員長さんこの半年の実りあるお話をありがとうござ
いました。

東村山ロータリークラブ歩こう会
ハッピーライフ支援プロジェクトアンケート結果


