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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2135回例会 2010.8.26

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　戸澤例会運営委員長

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

皆様こんにちは。川野辺麻莉さんおかえりなさい。ティ
ミーさんウェルカム。21日の夜間例会には多くの皆様、
ご家族のご出席を頂きましてありがとうございました。
美人芸者さんお二人にも乗船して頂き、美しい夜景と
共に楽しんで頂けた事と思います。また、野村委員長
をはじめ多くの担当者の皆様のお骨折りに心より感謝
致します。｢ありがとうございました｣
メンバーの皆様も久々の場所も趣向も変わった夜間例
会を楽しみ、またメンバー間の懇親も深めて頂けた事
と思います。是非懇親の中より深めた人間関係を生かし、
団結してロータリーの職業奉仕へとつなげて頂きたい
と思います。
次に21日の夜間例会前に、樋口剛史(ひぐちたけし)さ
んの入会に対する臨時理事会を開き、満場一致で入会
が認められ会則に則り入会手続きを進めております。
それでは会務報告、会長挨拶へと移られせて頂きます。

それでは、本年度のスローガンと重点事項の復唱をさ
せて頂きます。｢温故知新 そして 和｣古き を たずね 
新しきをしれば もって師となるべし。
①例会に出席し、メンバー間の懇親を深め、自分自身
　に有意義な例会を見つけよう。そして自分自身の例
　会出席の楽しみを見つけよう。
②例会を欠席したら、メークアップを必ずしよう。
③入会時のスポンサーは新人メンバーのメークアップ
　の面倒を必ず見よう。
④食事の廃棄を少なくする為に例会を欠席する時には、
　前々日までに事務局に連絡を入れよう。
⑤夜間例会、懇親会、旅行に奮って参加し、メンバー
　の懇親を深めよう。
⑥クラブメンバーの全員卓話を盛り上げよう。

■お客様紹介：
　五十嵐パスト会長

◆ゲスト：
　JAKAB TIMEA様

◆ゲスト：
　川野辺麻莉様

■合唱：ロータリーソング
　｢それでこそロータリー｣

◆ソングリーダー：
　土田会員



東京東村山ロータリークラブ

■幹事報告 中丸幹事

・裏千家今日庵茶道稽古のお知らせの受理
　9月18日(土)　14:30集合
　於　裏千家今日庵 東京道場

■ガバナー事務所：
・2010-11年度地区役員・クラブ会長・幹事名簿の訂正
　について
・ＲＩ理事選出の件について(推薦書の受理)
・2012-13年度ＲＩ会長選出について
　2012-13年度ＲＩ会長指名
　埼玉県／八潮ロータリークラブ
　田中 作次 氏

■米山奨学委員会：
・10月米山月間について卓話希望案内の受理
　〆切り　8月31日まで
・(在京)第1回クラブ米山委員長および会長エレクト研
　修会の案内について
　2010年9月16日(木)　15:00～
　於　ハイアットリージェンシー東京

■東村山市体育協会：
　第47回東村山市民体育大会開催の案内
　2010年9月5日(日)　午前9時～
　於　東村山市運動公園グラウンド

■東京ローターアクトクラブ：
　ローターアクトクラブの案内と山手線ツアー開催の
　案内
　2010年10月10日(日)　11:40～

■那覇北ロータリークラブ：
　チャーターナイトの案内の受理
　2010年9月17日(金)　18:00～
　於　沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

■武蔵野女子学院：
　｢感謝の集い｣開催の案内
　2010年9月17日(金)　18:00～
　於　武蔵野大学5号館

■Ｒ財団委員会：
　11月ロータリー財団月間について卓話希望案内
　希望するクラブは連絡のこと(〆切 8/27)

■国際ロータリー日本事務局：
　9月のロータリーレート　1ドル＝86円

■国際奉仕委員会・青少年交換委員会：
　第45期派遣学生(2009年夏派遣)の帰国報告会及び
　来日学生との合同歓迎会
　9月25日(土)　15:00～
　於　国立オリンピック記念青少年総合センター

■東京青梅ＲＣ：
　多摩分区2009-10年度幹事会の案内
　2010年9月4日(土)～5日(日)
　於　御岳山荘

■例会変更：
・東京武蔵野ＲＣ
　8月24日(火)　例会場変更
　(吉祥寺第一ホテル7階から8階へ)

■青少年交換委員会：
・第45期派遣学生地区委員会への帰国報告会の案内
　9月1日(水)　18:00～21:00
　於　学士会館

⑦マイ箸を失くさない様に使おう。
⑧交換留学生をしっかりと育てよう。
⑨阿部ガバナー補佐の掲げた、キャッチアップ90(出席
　率90％以上)を実現しよう。
お陰さまで8月は出席率の％を実現できました。皆様の
ご協力のお陰です。感謝致します。9月90％を達成しま
しょう。勿論100％が達成できれば素晴らしい事ですが。
次にさる8月5日に東武ホテル・レバントにて、深川純
一パストガバナーを講師にお迎えして行われました｢四
大奉仕活動活性化大会｣のご報告をさせて頂きます。
皆様のお手元に当日に配られましたレジュメがあると
思いますのでご覧下さい。本日は簡単にお話しを致し
ますが、後ほど當麻職業奉仕委員長、樺澤会員研修委
員長のお二人にお願いして炉辺会合を設けて頂き、よ
り解りやすく話をして頂きたく、お願い致します。

国際ロータリー第2580地区<セミナー報告>
講師：ＲＩ第2680地区 深川純一ＰＧ(伊丹ＲＣ)
 於 ：東武ホテル(錦糸町)
出席者：在京クラブ330名

奉仕の2分類法(1927年以前)
クラブの内 クラブの外

入りて学び
奉仕の心を作る(親睦)
心の形成状態
"Service not Self"
"Service above self"

出でて奉仕せよ
奉仕の心の適用＝奉仕の実践
実践面への投影

"He profits most who
 serves best"

クラブの内 クラブの外

クラブの内　　　入りて学び
奉仕の心を作る(親睦)　綱領1　｢心の友を得て、奉仕の契機となすべし｣
奉仕の心の内容　　　　綱領2-3｢自己の職業を天職と心得るべし｣
　　　　　　　　　　　綱領2-2｢職業に貴賎なしとの自覚を深めよ｣
　　　　　　　　　　　綱領2-1｢職業の倫理基準を高めるべきこと｣

入りて学び
奉仕の心を作る(親睦)
※親睦とは精神的な親睦で
あり、奉仕の心を作ること
である。
クラブ奉仕
とは、お互いに自分を磨き
合うことである。

出でて奉仕せよ
奉仕の実践

奉仕の心の適用
家庭生活(個人生活)＝社奉
社会生活　地域社会生活＝社奉
　　　　　国際奉仕生活＝国奉
職業生活＝職奉

奉仕の4分類法(1927年以降)

ロータリーの綱領(1922年時点)



東京東村山ロータリークラブ

本日のニコニコ合計：   26,000円
　　累　　　計　　：  333,000円

◆山本会長、中丸幹事：
　　　　　　21日の夜間例会は多くの出席をいただき
　　　　　　ありがとうございました。また野村委員

　　　　　　長をはじめご苦労様でした。ヤカブ・テ
　　　　　　ィミーさんようこそいらっしゃいました。
　　　　　　川野辺さんおかえりなさい。最後に写真
　　　　　　ありがとうございました。
◆嶋田会員：神﨑さん、樺澤さん卓話ご苦労様です。
　　　　　　楽しみにしています。写真ありがとうご
　　　　　　ざいます。
◆五十嵐会員： 
　　　　　　家族親睦屋形船例会、東京湾の夜景、楽
　　　　　　しい時間を過ごしました。クラブ管理野
　　　　　　村高章委員長・委員の皆様ありがとうご
　　　　　　ざいました。
◆中丸幹事：本日留学生のティミーを連れてきました。
　　　　　　皆様よろしくお願いします。川野辺麻莉
　　　　　　ちゃんようこそおいで下さいました。
◆杦山会員：先週の舟遊びは大変楽しく過ごすことが
　　　　　　できました。ありがとうございます。ま
　　　　　　た、写真ありがとうございます。
◆金子会員、野崎(一)会員、木下会員、樺澤会員、
　隅屋会員、二ノ宮会員、當麻会員、神﨑会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

■ニコニコＢＯＸ 土田クラブ管理委員

■皆出席：
　土方会員(32回目)

■令夫人誕生祝月：
　中丸会員

■委員長報告

■樺澤会員研修委員長

8月も最終の週になってしまいましたが、ロータリーの
友8月号についてご紹介させて戴きたいと存じます。ロ
ータリーの友事務所は、先月号にロータリーの友編集
委員会委員長が｢『友』の新たなる飛躍に向けて｣でご
挨拶されているとおり、一般社会法人と組織変更され
ており、編集内容も変わっていることはお気づきかと
思います。
今月号には恒例のとおり、モントリオール国際大会の
紹介記事が掲載されておりますが、ジョン・ケニーＲ
Ｉ会長の基調講演も単に要旨のみで、非常に感激いた
しましたお話で、涙を流された方もおられ、是非ご紹
介して戴きたかったと思っております。
また、ロータリーの基本知識として｢ＲＩ指定記事｣と｢日
本編｣とがあり、ご参考にして戴きたいと思います。こ
の｢日本編｣には、皆さんよくご存知の米山梅吉さん、
福島喜三次さん、日本人でＲＩ会長になられた東ヶ崎
潔さん、向笠広次さんがご紹介され、その中に、手島
知健さんのお名前があり、戦後日本ロータリーが復帰
したときのガバナーをお努めされておられた方ですが、
私、何か他のことで記憶にあり、ようやく思い出した
のが、日本でロータリーの商標の登録を受けられた方
でした。この商標権者はＲＩになっております。
また、今までになかったように思われる記事としては、
｢急接近する中国と台湾｣というニュースコメンテータ
ーの記事があり、是非お読みください。また、宮崎南
ロータリークラブに94歳で入会され、現在100歳の会員
がご活躍されているとのご紹介がありました。

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

35 25 0 10 71.43

■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：3名
■前々回出席率メークアップ修正後：91.43％
■前々会メークアップ者：
　石山会員：地区委員会
　中丸会員：理事会
　野村会員：多摩ＧＲＣ
　杦山会員：日高ＲＣ
　當麻会員：地区委員会

　11月9日(火)　通常例会とする
　11月16日(火)　移動例会
　11月23日(火)　祭日につき休会
・所沢中央ＲＣ
　9月13日(月)　ガバナー補佐訪問
　9月20日(月)　法定休日(敬老の日)により例会取止め
　9月27日(月)　ガバナー公式訪問
　10月11日(月)　法定休日(体育の日)により例会取止め

■アドレス変更：東京豊島東ＲＣ

■回覧：ハイライトよねやま



東京東村山ロータリークラブ

■ヤコブ・ティーメア 様

始めまして私はヤコブ　ティーメアです。ハンガリー
から来ました。17歳で兄が2人います。早く日本語を話
せるようになりたいです。どうぞ宜しくお願いします。

フィンランドでの生活をお話したいと思います。フィ
ンランドといえば森と湖・ムーミン・キャビア・オー
ロラをイメージしますが、今でもそれは変わっていま
せん。色々な楽しみがあり、夏には湖で泳いだり、冬
には凍った湖でクロスカントリーもします。首都ヘル
シンキは、東京のようなビルは無くちゃんと空が見え
ます。冬の季節は1日6時間ぐらいしか太陽が出ていま
せん。寒い時はマイナス25度位になります。去年は雪
が沢山降り明るかったです。4月ごろになると暖かくな
るので、外で日光浴をしたりテラスで食事をします。
夏の間は白夜のため一日中明るいので、夜遅くまで食
事をしたり、飲んだりして五月蝿くてよく眠れません
でした。小学校から大学まで学費と食堂のランチも無
料です。高等学校でゆっくり勉強したい人は、3年半で
卒業します。その卒業には難しい試験を受けないとい
けないので、その時だけは一生懸命勉強します。フィ
ンランドの家庭は共働きが一般的で鍵と携帯はほとん
ど持っています。でも夕方5時には、皆帰宅するので夕
食は一緒に食べ家族との時間を大切にして週末には家
族旅行にも行きます。1年間の間に楽しい体験をたくさ
ん経験できました事感謝しています。

■卓話者：
　神﨑パスト会長

■卓話(イニシエーションスピーチ)

最近こうして自分の意見を述べる機会がなかったので、
少し寂しい思いをしていましたが嬉しいです。私の兄
弟の話をしたいと思います。皆様の前で話すのは初め
てだと思います。兄弟は7名、長女84歳、長男81歳、次
男77歳、三男74、次女71、私四男69、三女66歳の四男

■卓話者：
　樺澤パスト会長

私の実家は、といいましても父の実家は信濃川に沿っ

三女7人兄弟です。全員元気で何よりです。
また、びっくりするのは全員生まれた県が違うことです。
恐らくあまり居ないのではないでしょうか。私は山形
県新庄という所で昭和16年に生まれ、終戦は4歳で秋田
に居ました。常に長女の背中におんぶされ裏の畑に爆
弾が落ちた事は4歳のときでしたが覚えています。
私がこんな調子なのは転校の所為だと自覚しています。
転校してすぐにボスを見つけ、兄に頼んでボスと友達
になるのです。ですから自分はいじめに遭った事はあ
りません。兄弟が多いのはこの様な時は便利ですよね。
ちなみに父は税務署勤務でした。昔の署長はサイドカ
ーに乗り軍刀を持っていました･･･。私は高校卒業後大
学を受験しましたが一発で合格せず浪人中の9月13日に
父が亡くなり、生活費まで稼ぐ必要になりました。ア
ルバイトは色々やりましたが、銀行関係の掃除のバイ
トが一番嫌でした。同年代の机の下を拭くのですが、
今忙しいからとか色々嫌味を言われ、電車でバケツと
モップを持っての移動でしたのですぐ辞めました。一
番続いたのは家庭教師でした。晩飯までご馳走になり
一生懸命頑張り殆どの生徒を志望校に入れたので評判
が良かったのです。それで大学受験を諦めて之からは
テレビの時代になると思い、蒲田の専門学校に行きフ
ジＴＶでアルバイトを始めました。その頃のフジＴＶ
の技術スタッフはペーパーでは理論がスムーズに出る
のですが技術力は全くありませんでした。
そんな事で私は中継車に載せられ、ビデオ・エンジニ
ア(Ⅴ･Ｅ)という仕事を手伝わされました。野球場、競
馬場、相撲中継、プロレス中継、劇場中継色々な現場
で腕を振るっていましたが、ある時クイズ番組で知恵
を貸してほしいと言う話が来ました。それは松下電器
の方から、｢ズバリあてましょう｣という番組を手伝っ
て欲しい旨の話でした。毎週、名古屋の研究所から出
張して番組制作をしているスタッフから泣きが入った
との事です。
｢神ちゃん、スタッフを集めて会社を作ったら｣とフジ
ＴＶの技術部長から話が来まして現在に至っていると
いう事です。
照明屋さんは、4本の電気ケーブルの配線は出来るので
すが、電飾は40本、50本の色分けしたケーブルを手早
く配線しないと仕事になりません。電職業と言う職業
の名がついたのはその頃と思われます。それからは｢夜
のヒットスタジオ｣で我々の行き方が決定した様なもの
でした。
私が東村山ＲＣを辞めない理由を申し上げます。
現に今、台場のホテルに4クラブあります。その内のフ
ジＴＶのトップが入っているクラブから誘いがありま
した。丁重にお断りしましたが、それは仕事の延長に
なり真剣にロータリーライフを味わえなくなるからです。
住居は練馬で、仕事場は台場、でも東村山に毎週木曜
日に来るのは本当の仲間が居るからです。形容詞のい
らない付き合いが出来るからです。本音で相談できる
ことはそんなにある物ではありません。
どうか皆様これからも神﨑を宜しくお願いします。

■ゲスト挨拶

■川野辺麻莉 様
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た一寒村にあり、信濃川が袋状に淀んでいる川袋とい
われるところで、昭和30年代に新潟県長岡市に合併さ
れていますが、私が子供の頃は長岡市を囲むような古
志郡の川袋村という行政区画名で、対岸が長岡市とな
っています。父は小学校の時に、同じ村の鄙びた寺に
養子に出されました。寺といえば、東村山では、梅岩寺、
徳蔵寺、正福寺さんなど立派なお寺様ばかりですが、
円福寺という小さな寺です。
昨年、住職が庫裏を整理している時に発見したもので
すが、明治35年に発行された当時の観光案内のような
書籍に寺が紹介され、今はお墓参りの人以外は参拝す
る人がいないのに、参拝する人があり、さらに、寺の
前には信濃川が流れ、遠くに越後一宮の弥彦神社があ
る弥彦山が描かれています。この寺の本堂は、この中
越地震の前に起きた新潟地震のとき、直径が1m以上の
複数本の杉が倒れて倒壊し、今の本堂はその後建て直
した仮のものとなっています。この書籍には寺は元は
天台宗とありますが、現在は真言宗智山派となってい
ます。
長岡は明治維新から昭和の80年の間に二度の戦火で二
度とも壊滅的な被害を受けました。慶応4年(1868年)鳥
羽・伏見の戦いに端を発した戊辰戦争は、江戸城が西
郷隆盛と勝海舟との会談で無血開城となりましたが、
その後も薩摩・長州藩を中心とした新政府は、旧幕府
の中心的存在の会津藩、庄内藩を標的として弾圧しよ
うとし、これに対抗して諸藩は奥羽列藩同盟を結成し
て新政府と対抗していました。越後長岡藩も奥羽列藩
同盟に加入するように各藩から勧誘がありました。徳
川幕府の老中を勤める越後長岡藩の牧野の殿様は、奥
羽列藩同盟に近い考えでしたが、家老河井継之助は、
新政府に対して戦を避けようと申し出ました。しかし
ながら聞き入れられず、新政府は長岡藩に会津征伐に
兵を出し、軍資金を供出するように求められました。
そこで、家老の河井継之助は、小千谷というところの
お寺で新政府側の軍監で、土佐出身の岩村精一郎と会
談に臨み、出兵・献金に応じないことを謝罪し、猶予
を申し出ました。後に総理大臣になりましたが戊辰戦
役の参謀であった山県有朋が岩村精一郎に対して、河
井継之助の話を聞きたいので、河井継之助を引き止め
ておくように言われていたにも拘らず、若造の岩村精
一郎は、門前払い同様に無礼にも聞く耳を持たず、岩
村精一郎は会談の途中で中座し、河井継之助も立腹し
て新政府との交渉は破談となってしまいました。
当時長岡には、会津藩士、桑名藩士が入り込み、長岡
藩が新政府軍と戦をするように圧力をかけており、結局、
長岡藩は徳川の譜代大名として、会津藩に｢義｣を感じ、
北越戊辰戦争といわれる新政府との戦に巻き込まれ、
長岡城下は戦火に見舞われました。この岩村精一郎は、
この北越戊辰戦争において、長岡藩の巻き返しに会い、
新政府参謀の山県有朋に軍監を罷免されました。この
山県有朋は後に河井継之助と会談できなかったことを
残念であったと述べておられたようですが、この会談
が行われていれば、長岡藩は戦火に巻き込まれること
はなかったと思い、誠に残念でありました。
この北越戊辰戦役で長岡藩は一度新政府側が占領した
長岡城を奪い返して新政府軍を城下から追い返しまし
たが、再び攻め込まれ壊滅的な被害を受けた悲惨な負
け戦となりました。その結果、長岡藩は74000石から
24000石に減らされ、藩士たちは困窮の極みでした。こ
のとき、長岡藩の支藩の三根山藩からの米百俵が贈られ、
藩士たちは分配を求めましたが、藩の大参事であった
小林虎三郎が｢百俵の米も食えばたちまちなくなるが、
教育にあてれば明日の一万、百万俵となる。｣と諭し、
洋学と医学を学ぶ国漢学校を設置したということで、

山本有三さんの米百俵という戯曲によって広く紹介さ
れた物語です。
仏教の教えは、日本人が昔から身につけている職業倫
理観であり、ロータリーの職業奉仕の理念であるシェ
ルドンの｢最もよく奉仕するもの最も多く報われる｣に
通じるものと思っております。しかしながら、最近こ
の日本人が昔から身につけている職業倫理観の喪失は、
廃仏毀釈などによる仏教に対する信仰心の希薄化し、
仏教が単に死者を弔うお葬儀屋さんのお飾りに形骸化
したことによるものと考えています。
終わりに、私、東村山にお世話になって51年目ですが、
若いときには、老後の生活は郷里と考えておりました。
しかしながら、最近は郷里に帰りますと、遠くに弥彦
山が見え、稲が整然と並んで育っている田圃、寺の山門、
村落の杜など懐かしく思いますが、友人も少なくなり、
畦で囲まれた田圃の面積もそれぞれも大きくなり、鯉、
鮒、なまずなどを捕まえた小川はコンクリート製の用
水路となり、寂しさを感じ、室生犀星が謳った｢故郷は
遠きにありて思うのも　そして、悲しくうたうもの｣を
実感しております。
今は人生の3分の2年をお世話になった東村山に恩返し
をしなくてはいけないとロータリークラブにも入会さ
せて頂き、皆様と楽しくお付き合いを戴き感謝申し上
げております。今後も東村山のために役に立つように
努め、東村山に骨を埋める覚悟で参りたいと存じます。
今後ともよろしくご指導を賜り、お付き合いを戴きま
すことをお願いして、私の話を終わらせて戴きます。
有難うございました。

■第2回(8月度)理事・役員会

■7月の収支明細報告について：
　赤木会計より報告があり、報告の通り承認された｡

■例会計画(プログラム)について：
　10月14日(木)を10月26日(火)のＩＭに変更
　2011年2月24日(木)を地区大会(2/23～24)に変更
　2011年3月17日(木)をＦＲＣ(3/16水曜日)に変更
　以上が承認された。

■クラブ協議会について：
　①Ｅクラブについて、第1回理事会にて反対する旨の
　　決定に基づき、8月5日のクラブ協議会に諮ること
　　に決定した。
　②第五奉仕部門｢青少年奉仕｣を加える件について、
　　理事会では反対することに決定した。

■その他：
　事務局員の夏期休暇について本人の希望を聞き以下
　の期間を夏期休暇とすることに決定した。
　8月9日(月)から8月13日(金)までを夏期休暇とする。

■第2回　臨時理事・役員会

■新入会員について：
　新会員候補者の樋口剛史氏を、クラブ細則第11条第3
　節に基づき、承認した。

■点鐘：山本会長




