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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2084回例会 2009.7.9

｢誠心誠意、和をもって｣“事にあたろう”

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

■司会：田中例会運営委員長

■点鐘：杦山会長

■お客様紹介：野崎(征)パスト会長

◆ゲスト：
　東京武蔵村山ＲＣ
　会長　比留間一康様

◆ゲスト：
　東京武蔵村山ＲＣ
　幹事　比留間孝司様

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我らの生業｣

◆ソングリーダー：
　村田会員

　皆さんこんにちは。本日は東京武蔵村山ＲＣ比
留間一康会長、比留間孝司幹事共々早々にお越し
いただき、私ども大変感動しております。誠にあ
りがとうございました。私たちも必ずお伺いさせ
て頂きます。
　今梅雨の時期ですが、今年は空梅雨なのかなと
いう気がしますが、毎日がじめじめ蒸し暑い日が
続いています。この時期は紫陽花の季節でもあり
ます。紫陽花も色々と名前にことかかないくらい
多く、秩父では標高差があるため遅れ紫陽花とも
言われ、老人の皆さんが下草刈りをして多くの観
光客を呼び込んでいるそうであります。
　今、生誕100周年という節目を迎え太宰治のブ
ームとなっています。命日から二週間経ったある
日に三鷹市の禅林寺を訪れました。太宰の墓の周
りには、枯れ始めてはいましたが多くの花が供え
られていました。
　太宰の墓の斜め向かいに森鴎外の墓があります。
今日は森鴎外の命日でもあります。太宰の墓に比
べると毎年訪れる人も少なく、墓石には森林太郎
という本名だけ。余ハ石見人森林太郎トシテ死セ
ント欲ス、との遺言を残し指示していたのでした。
　東京には文人歌人多くの方が眠っています。本
当に時の流れを感じさせるとおもいます。

■会長報告 杦山会長
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■幹事報告 高橋幹事

■ガバナー事務所：
・2009年第2回日台ロータリー親善会議参加ツアー
　の案内について
　2009年10月10日(土)　14:00～点鐘
　於　台湾｢日月澤　雲品酒店｣
　登録料　￥10000円
　2泊3日、3泊4日の各ツアーコース有り

・地区運営費･事業費等振込みの案内について
　①地区運営費・事業費(＠6000円)
　②ガバナー月信購読料(＠735円)
　③青少年交換プログラム資金(＠1500円)

■福生ＲＣ多摩分区幹事：
　多摩分区分担金納入のお願いについて
　2009年7月1日現在の会員数×2500円
　→38人×2500円＝95000円

■青少年育成委員会：
　2009-10年度第1回地区青少年育成委員会開催の
　案内の受理
　7月30日(木)　17:00～会議
　於　レストラン チャイカ(高田馬場)

■米山奨学委員会：
　国際ロータリー第2580地区米山委員会
　｢鎌倉建長寺座禅研修参加｣について
　2009年9月9日(水)15:30～10日(木)　一泊二日
　於　鎌倉建長寺

■東京東大和ＲＣ：
　第2回多摩分区連絡会の案内の受理
　2009年8月4日(火)　16:00～
　於　パレスホテル立川

■回覧：
　｢友｣インターネット速報　No.388

■会費の納入：
　前期会費　130,000円
　特別会費　　5,000円　　　合計135,000円
　を納入して下さいますようお願い致します。

先週は時間の配分が悪く失礼いたしました。本日
は東京武蔵村山ＲＣ比留間一康会長ならびに比留
間孝司幹事ようこそおいでくださいました。特に
比留間会長さんとは市議会議員時代に同じ議員と
して大変勉強させて頂きありがとうございました。

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

38 35 1 5 86.11

■出席報告 相羽例会運営委員

■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：94.29％

■前々会メークアップ者：
　石山会員：バーミンガム国際大会
　樺澤会員：バーミンガム国際大会
　目時会員：バーミンガム国際大会
　中丸会員：バーミンガム国際大会
　野村会員：バーミンガム国際大会
　竹田会員：地区委員会
　戸澤会員：青梅ＲＣ
　漆原会員：ＦＲＣゴルフ
　山本会員：武蔵村山ＲＣ

◆武蔵村山ＲＣ：
　　　　　　お祝いいただきました。
◆杦山会長、高橋幹事：
　　　　　　東京武蔵村山ＲＣ比留間一康会長様､
　　　　　　比留間孝司幹事様ようこそおいで下
　　　　　　さいました。1年間よろしくお願い致
　　　　　　します｡
◆田中会員：東京都市町村対抗、東村山代表の4
　　　　　　名の中に入りました。

■ニコニコＢＯＸ 金子クラブ管理委員

◆令夫人誕生祝月：
　赤木会員
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◆町田会員：高橋幹事、記念に残るプレゼントあ
　　　　　　りがとう。多くの会員の皆さま、慰
　　　　　　労会ありがとうございました。
◆當間会員、高橋幹事、五十嵐会員、山本会員、
　野澤会員、野村会員、當麻会員、漆原会員、
　相羽会員、野崎(一)会員、中丸会員、嶋田会員､
　樺澤会員、目時会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

本日のニコニコ合計： 41,000円
　　累　　　計　　：165,000円

■武蔵村山ＲＣ比留間一康会長

■お客様挨拶

　皆さんこんにちは。ご紹介いただきました東京
武蔵村山ＲＣ比留間一康と申します。実は昨日当
クラブ1811回の例会があり、たまたま31年前の創
立総会の記念日にあたりチャーターメンバーの波
多野稔会員に創立当時の話を卓話してもらいまし
た。本年度の私のクラブテーマは｢寛容の心で奉
仕をしよう｣ということで、4大奉仕それぞれが重
要ですが特にクラブ奉仕に重点をおいて、例会の
充実と親睦をより深めてクラブの和を図って行こ
うと考えています。本年度35名の出発で前半2名
後半2名の合計4名の増員を計って行こうと思いま
す。
　東村山ＲＣさんには今後とも先輩クラブとして
ご指導いただこうと最初に伺った次第です。これ
からもどうかよろしくお願いいたします。

■武蔵村山ＲＣ比留間孝司幹事

　平素、多摩分区の同じメンバーとして東村山Ｒ
Ｃの皆様には大変お世話になっております。又昨
年度は地区大会で目時ガバナー補佐はじめ東村山
ＲＣの皆様には多数の参加を頂きまして有難うご
ざいました。是非当クラブにもメークアップに来
ていただいて親睦を深められればと考えておりま
す。本年も宜しくご指導のほど、お願い申し上げ
ます。

■當麻国際奉仕委員長

■委員長報告

　昨日在京クラブ第1回の国際奉仕委員会に出席
してまいりました。まず、対人地雷の除去に関す
る特別委員会、岡崎座長の説明から始まり来年の
5～6月で完遂となります。現地で式典が行われる
予定で、当クラブからも4名の登録となっています。
なお募金は来年4月まで継続されます。
　次にオン･ツー・モントリオール委員会ですが、
2010年6月21日～23日にカナダで開催されます。
今年から計画して何とか18名程度にて参加すべく
準備して行きます。
　世界社会奉仕委員会(ＷＣＳ)ですが1962～63年
度ＲＩ会長ニッティシー氏(インド)がはじめまし
た。今年度は分区ごとに｢ＷＣＳセミナー｣を開催
するようです。多摩分区は藤野豊(武蔵村山ＲＣ
直前会長)氏が担当となりますので楽しみにして
います。
　最後に青少年交換委員会から派遣学生の発表が
ありました。

■樺澤オン・ツー・
　バーミンガム小委員長

　小澤パストガバナー様から、バーミンガム国際
大会でお世話になったとのお礼の意かと存じます
が、クラブに｢五段仕込み 澤の井｣の銘酒一升瓶
を二本ご恵送戴きました。
　クラブの炉辺会合のようなところで皆様にご賞
味戴きたいと存じます。
　早くしないと私が飲んでしまいますので宜しく
お願いいたします。

■中丸クラブ管理委員長

　8月20日の例会は22日(土)の花火家族親睦例会
に振替となります。雨天の場合はモンベール3Ｆ
での開催となり中止とはなりません。早めに回覧
をいたしますので多くの会員、ご家族の参加を宜
しくお願いいたします。
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■クラブ協議会

■高橋幹事

皆様こんにちは。今年度杦山会長のもとで幹事を
勤めさせて頂きます高橋眞です。どうぞ宜しくお
願い致します。
発表の前に、この度当クラブを代表して、イギリ
ス・バーミンガムの世界大会にご出席くださいま
した樺澤国際奉仕委員長はじめ5名の会員の皆様
ご苦労様でした。沢山のお土産とバナーありがと
うございました。お帰りなさい。お疲れ様でした。
参加しました事によりロータリーアンとして大き
な収穫が有った事と思います。本当にありがとう
ございました。
さて、いよいよ新年度がスタート致しました。杦
山丸の出発であります。前回、力強く宣言されま
したとおり、今年度、杦山会長は｢誠心誠意・和
をもって！事にあたろう！｣をスローガンに全員
参加による全員野球を目指しております。最大の
目標は｢クラブ全体の和｣であります。
この方針を基軸に活気に満ちたクラブ、そして楽
しいロータリーライフが送れるクラブであるよう
常に心がけ、会員皆様の心が一つとなり、信頼と
友情が無限に広がる出会いの場となるよう勤めて
まいります。
今、私の心の中には、あの箱根駅伝の襷と同じ様
に、先輩諸兄の作られた、伝統ある東村山ロータ
リークラブの歴史と誇りをしっかりと襷に掛け｢全
力で走ること｣と思っております。
その為には、幹事の心掛け十か条をしっかりと遵
守し、クラブの定款、そしてクラブ細則を忠実に
守り、会長・幹事の役割を明確に持ち、幹事の職
務を邁進し、会長方針が円滑に推進されるよう、
次年度会長の山本クラブ奉仕委員長を中心に、各
委員長と密なる連携を取り、クラブと会員のパイ

プ役となり縁の下の力持ちとなって頑張ってまい
る所存であります。
どうぞ、この一年、理事・役員の皆様はじめ、全
会員の皆様のご指導、ご協力を重ねてお願い申し
上げまして、スタートに当たり、幹事として一年
間の抱負の発表とさせて頂きます。ありがとうご
ざいました。宜しくお願い致します。

■山本クラブ奉仕委員長

皆さんこんにちは。本年度のクラブ奉仕委員長を
仰せつかりました、山本智治です。
微力ではございますが、今年1年間、杦山会長の
旗の下、高橋幹事と協力して頑張って行きたいと
思いますので、どうぞ皆様がたのお力添えを宜し
くお願い致します。
さて、一年間は早いもので昨年のこの時期に、杦
山会長がこの演台で｢クラブ奉仕委員長を拝命し
ました杦山でございます｣と挨拶をされていたと
思っていましたら、もう私の順番が来てしまいま
した。今日からこの1年間は当クラブの充実した
運営の為の協力と努力、また次年度の為の準備を
頑張って行きたいと思います。
昨年までの話下手な私ですと、この辺で早々と挨
拶を終わりたい所ですが、本年度はそうも行きま
せんので、もう少し具体的なお話と、皆様へのお
願いを話させて頂きたいと思いますので今しばら
く、お時間を頂きたいと思います。
さてクラブ奉仕とは、最も基本的な奉仕活動でロ
ータリーの発展史が示すように親睦活動から発展
してきました。そしてこの親睦活動から奉仕の理
想が生まれる仕組みが例会です。
皆様がご存知の様に例会はすなわちロータリーの
基本活動なのです。
そして円滑で楽しい、誰もが出たくなる例会を作
る為に、理事会が開かれ議題が審議され、決定さ
れます。
そのためには各委員会の横のつながりと連帯感が
必要であり各委員会のまとまりが大事になります。
また、会長方針に則り、杦山会長の活動方針の実
現の為にも、クラブ運営の最高責任であり事業の
実務上の代表者である高橋幹事に協力をして、一
人でも多くの会員が出席し易く、楽しく過ごせる
例会にしたいと考えております。
さてどうしたら、素晴らしい例会になるか、その
為にこれから皆様に少しのご協力を依頼しますの
で宜しくお願いします。

①例会運営委員会は、出面も多く早く来なければ
　いけません。例会の設営人員が不足の時は田中
　委員長から、お手伝いの電話が行くかも知れま

　暑い時期なので涼しい所でということで、8月7
日(金)に三井の森蓼科ゴルフクラブを5組予約し
ました。詳細は次回例会で発表しますが、中型バ
スにての日帰りとなります。日程だけは押さえて
おいてください。

■野澤ゴルフ同好会顧問
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　せんが、お時間のある方は｢僕は例会運営委員
　会ではないから｣と言わずに是非にご協力をお
　願いします。例会運営委員会は楽しい例会作り
　の縁の下の力持ちです。
②プログラム委員会
　やはり楽しく魅力あるクラブ作りには、欠かせ
　ない委員会であり、素晴らしい卓話の発信源で
　す。飯田委員長も頑張っております。皆様の素
　敵な卓話者がいらしたら、ぜひ飯田委員長まで
　ご紹介ください。
③クラブ管理委員会
　親睦活動を中心に週報等大変にアクティブに活
　動しなくてはいけない多忙な委員会であり、例
　会の運営には不可欠な委員会です。
　こちらの委員会もやはり、例会当日に人手不足
　になる時があります。その時は中丸委員長より
　カメラマン等のお願いが皆様に有るかもしれま
　せんので、よろしくご協力をお願いします。
　それと、発表される方は発表内容の原稿を必ず
　必ず、週報担当者までご提出をお願い致します。
④会員増強委員会
　本年度の会員増強目標の純増5名の目標を目指し、
　戸澤パスト会長を中心に、ベテラン最強軍団で
　結成されております。是非、皆さまの素晴らし
　い人脈の中からご紹介をお願い致します。
⑤会員研修委員会
　皆様もご存知の3年委員会、本年度も会員の皆
　様に素晴らしい研修をさせて下さると思います。
　会員の皆様も頑張って研修を進んで受けましょ
　う。

以上ですが、何か箇条書のような、味気のない話
にお付き合い頂きありがとうございました。
今年1年どうぞ宜しくお願い致します。

■田中例会運営委員長

☆活動方針
　会員及びビジター・ゲストの皆様が楽しめる様
な活発で明るい例会作りに率先して努めます。
　ロータリー活動に対する意識の向上を図り、会
員相互の親睦を大事にし、楽しい例会にする様努
力致します。
　出席率100％の高い目標を掲げ、一人の退会者
も出さない熱い思いで各委員会及び会員の皆様の
お力をお借りし、伝統の東京東村山ロータリーク
ラブと認めて頂けるよう頑張ります。

☆事業計画
　1.委員相互で連絡を密にしスムーズな例会運営
　　を全員協力して行う。

■飯田プログラム委員長

☆活動方針
　本委員会は、毎例会がより有意義になるよう、
杦山会長方針に従い、関係する委員会と連絡を取
り、円滑なクラブ運営が出来るように年間プログ
ラムを計画いたします。

☆事業計画
　1.ＲＩ提唱の各月間に合わせて、関係のある委
　　員会の担当者はご協力願います。
　2.卓話は、原則として会員本人が担当しますが、
　　外部からの講師も歓迎いたします。但し、当
　　日都合の悪い場合は、委員会にご連絡をお願
　　い致します。他のメンバーと代わっていただ
　　きますので、宜しくお願いします。
　3.新入会員には、出来るだけ早く卓話の機会を
　　与え、会に慣れていただくと共に自己ＰＲを
　　していただきます。イニシエーション・スピ
　　ーチ
　4.卓話担当者は、演題を２ヶ月前に当委員会に
　　提出して頂くようお願いいたします。
　　そのテーマに即したプログラムを計画しクラ
　　ブ全体の意識の向上を図りバランスのとれた
　　奉仕プログラムを開発する事を目標とする。
　5.例会プログラムが効果的に、また一貫した目
　　標を達成すべく、四大奉仕委員長および会長・
　　幹事とともに１年間のスケジュールを計画す
　　る。
　　これにあわせて、クラブがプログラムを通じ
　　て、いかなる効果を上げているかも検討する。

　2.会長、幹事、各委員会と特に打合せを強化し
　　円滑な例会運営を図る。
　3.毎月会員の出席率を会報に発表いたします。
　4.年間皆出席の会員に記念品を贈呈し表彰いた
　　します。
　5.例会以外の行事にも積極的に参加し楽しい運
　　営作りに努める。

最後に杦山会長さんよりこの役の話があった時の
事、｢自分でよろしいでしょうか｣と言いました。
杦山会長さん｢良いんだよと｣。私は｢自分は何も
わかりませんけど｣と言いました。｢皆で教えてあ
げるから｣と言われ引き受けました。
その時、杦山会長さんに言われた事、｢ロータリ
ー会員の皆様は、社に帰れば一国一城の城主であ
る｣と。
｢くれぐれも一人一人の皆様も大切にするように｣
その言葉を肝に銘じて、一人一人の同士の皆様を
家族と思い大切にさせて頂きます。



東京東村山ロータリークラブ

■点鐘：杦山会長

■中丸クラブ管理委員長

☆活動方針
　杦山会長の｢誠心誠意、和をもって｣“事にあた
ろう”のテーマのもと、楽しく魅力あるクラブ運
営を行うため、親睦・会報・広報の三部門を効果
的に運用して取り組んでまいります。

☆事業計画
　1.会員及びご家族に楽しんで頂けるような親睦
　　活動に努めます。特に今年度は宜野湾ＲＣと
　　の友好クラブ再調印の年でもあり、沖縄への
　　親睦旅行を計画しております。
　2.例会の概況を正確に伝えられる会報の作成に
　　努めてまいります。
　3.各委員会との連携による委員会情報の伝達に
　　努めてまいります。
　4.国際奉仕委員会と協力して、より多くの会員
　　の世界大会への参加をお願いし、国際交流を
　　親睦活動を通して深めてまいります。
　5.ニコニコ目標額の達成の為、各委員にニコニ
　　コへの協力をお願いして行きます。

■當麻会員研修委員長

☆活動方針
　本委員会はＣＬＰによりロータリー情報委員会
が雑誌委員会と統合され、改組された委員会であ
りますが、会員にロータリーに関する情報を提供
すると共に、会員に対しての研修をあらゆる機会
を設け実施したいと思います。会長方針の中にも
｢ロータリーを語ろう｣とあるように。

☆事業計画
　1.入会候補者にロータリークラブにおける会員
　　の特典と責務に関する情報を提供する。
　　(増強委員会との連携)
　2.会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、
　　綱領、活動に関する情報を提供する。
　3.新入会員(入会３年未満)に対するオリエンテ
　　ーション。
　4.ロータリー理解月間や雑誌月間にロータリー
　　情報に関する、特別プログラムを実施する。

■當麻国際奉仕委員長

☆活動方針
　ロータリーの第4奉仕部門であります｡
　国際奉仕とはロータリアンが国際理解、親善、
平和を推進するために、実施できるすべてを言い
ます。
　包括委員会として、世界社会奉仕(Ｗ,Ｃ,Ｓ)委
員会、青少年交換委員会、ロータリー財団委員会
がありますが、国際大会出席による個人交流等、
他国の人々に役立つクラブ活動やプロジェクトに
協力して行きます。

☆事業計画
　1.世界社会奉仕活動としての対人地雷除去の特
　　別委員会の活動に協力する。
　2.今年度モントリオールにて開催される2010年
　　国際ロータリー年次大会に一人でも多くの会
　　員、家族が参加して頂けるように計画立案す
　　る。
　
会長方針の一つでもあります、国際交流を図り｢ロ
ータリーを楽しもう！｣


