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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2148回例会 2010.12.2

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　中條例会運営委員

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

皆様こんにちは。月日が過ぎるのは早いもので、
もう12月の第一例会のクラブ協議会、年次総会が
きてしまいました。次々年度の会長、幹事の発表
がクラブ協議会の中で、指名委員会より後程発表
される予定です。また次年度四大奉仕の役員の発
表もあります。皆様の温かい応援と激励の拍手を
もって、ご承認頂きたいと思います。また、本日
は理事会報告もありますので長話はやめて、順次
進めて行きたいと思います。

クラブテーマの唱和、｢温故知新｣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。

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。

是非12月も平均90％を達成しましょう。勿論100
％例会も是非1回達成できれば素晴らしい事だと
思います。皆様頑張りましょう。次に理事会報告、
会務報告の順番にてご報告いたします。

■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：
　神﨑パスト会長

◆ゲスト：
　ヤカブ・ティーメア様
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

35 27 0 5 84.38

■出席報告 樋口例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：0名
■前々回出席率メークアップ修正後：100％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：新所沢ＲＣ
　石山会員：東大和ＲＣ
　二ノ宮会員：所沢中央ＲＣ
　野澤会員：地区ゴルフ大会
　嶋田会員：所沢中央ＲＣ
　土田会員：仙台ＲＣ

■ニコニコＢＯＸ 土田クラブ管理委員

◆金子会員：父の葬儀告別式には山本会長、中丸
　　　　　　幹事はじめお世話になり多くのお仲
　　　　　　間からご会葬を賜わり本当にありが
　　　　　　とうございました。
◆職業奉仕委員会：
　　　　　　先日の船橋屋職場見学では大変お世
　　　　　　話になりました。お陰様で有意義な
　　　　　　時間を過ごすことができました。
◆中丸会員：本日はクラブ年次総会及びクラブ協
　　　　　　議会です。皆様よろしくお願いしま
　　　　　　す。ティミーお久しぶりです。写真
　　　　　　ありがとうございます。
◆野澤会員：指名委員長をおおせつかり、今回は
　　　　　　大変苦労致しましたが、何とか職責
　　　　　　を果たすことができました。会員の

■ガバナー事務所：
　世界社会奉仕活動状況アンケートの協力に対す
　るお礼と報告
　・アンケート結果一覧
　・シェルターボックスについてのアンケート

■東村山市陸上競技部：
　第22回東村山市民周回駅伝競技大会について
　2011年1月16日(日)　少雨決行
　午前9:00～　於　都立狭山公園
　参加費　1チーム ￥3000

■ガバナーエレクト事務所：
　2011～2012年度地区組織(新世代奉仕委員会)の
　件について
　2010年4月の国際ロータリー2010年規定審議会
　に於いて第五奉仕部門｢新世代奉仕｣が加えられ
　ることに基づき当地区でも五大奉仕制を決定した

■東村山消防少年団：
　感謝状と少年消防団30周年記念誌の受理

■例会変更：
　所沢中央ロータリークラブ
　・12月20日(月)
　　振替休会(12月18日(土)家族同伴忘年会の為)
　・12月27日(月)
　　振替休会(1月8日(土)新年移動例会の為)

■回覧：
　みどりの杜
　週報 所沢中央ＲＣ

■幹事報告 中丸幹事

■皆出席：
　隅屋会員(41回目)

■ご結婚祝月：嶋田会員

■会員誕生祝月：
　漆原会員、田中会員
　石山会員

■令夫人誕生祝月：
　杦山会員、野村会員
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本日のニコニコ合計：   68,019円
　　累　　　計　　：  731,019円

　　　　　　皆様ありがとうございました。
◆山本会長：皆様本日のクラブ協議会よろしくお
　　　　　　願いします。写真ありがとうござい
　　　　　　ました。
◆隅屋会員：先週例会後、うどんをお土産に頂き
　　　　　　ました。それと船橋屋さんの前での
　　　　　　写真ありがとうございました。
◆五十嵐会員、杦山会員、當麻会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

■ゲスト挨拶

■ヤカブ・ティーメア

皆さんこんにちは。私は12月23日から新しいホストフ
ァミリーに移っています。赤木さんの家族は、みんな
優しくて親切です。私は中丸さんの家族が恋しいです。
でも、赤木さんの家族に会えて嬉しいです。来週9、10、
11日学校でテストがあります。日本語の漢字のテスト
もあります。小学校1年生の漢字を憶えました。今月は
忙しいですけどお休みもあります。頑張ります。

■委員長報告

■町田国際奉仕委員長

恒例と言うか世界大会(ニューオリンズ)の行程を回覧
しています。どうぞ奥様同伴で、ご参加賜りたいと思
いますので、よろしくお願いいたします。
旅行日程　2011.5.18(水)～5.25(水)

■樺澤会員研修委員長

｢ロータリーの友｣12号についてご紹介申し上げます。
今月ご紹介するのは、第1頁のＲＩ会長レイ・クリンギ
ンスミスさんのメッセージです。ＲＩ会長は、カント
リーミュージックの｢Cowboy Logic｣を、世界中のロー
タリークラブの例会が温かく積極的な雰囲気を表して
いるような幸せな音楽であることと、歌詞が表現して
いる常識とシンプルな方法であることから、テーマソ
ングに採用されたとのことです。
私、この｢Cowboy Logic｣を知りませんでしたので、こ
の今週の日曜日に銀座に出掛けたとき、レコード店で
求めようと思い、お店で調べてもらいましたところ、
数種のＣＤを輸入しているとのことで、店内を探しま
したが、売れてしまったようでありませんでした。そ
こで、インターネットで漸く見つけ、著作権料を払っ
てコピーしました。また、歌詞もありましたので、訳
そうとしましたが、詩の翻訳は難しく、家内の弟は10
年もアメリカに勤務していましたので、手伝ってもら
って何とか形になりましたので、お手元にお配りさせ
て頂きました。そこで、今回は私のつまらない記事の
ご紹介に代えて、歌を聴いて頂きたいと思います。Ｒ
Ｉ会長はミズーリ州の方ですので、本物の南部のカン
トリーミュージックを聴いて頂きたいと思います。

■田中ゴルフ部部長

先々週の地区ゴルフ大会では、目標は優勝でしたが、
皆様の応援、選手の皆様の頑張りで堂々の3位に入賞す
ることができました。改めて会員の皆様お一人お一人
に御礼申し上げます。当日の会場の事ですが、優勝チ
ーム発表、準優勝の発表後、3位の発表。声高らかに東
村山ロータリークラブが呼ばれた時、ウォーッと歓喜
の雄叫びが上がりました。その時選手一人一人が心を
一つに戦った事が分かりました。前日に行われました
壮行会や、中條会員さんにご協力頂いたマイクロバス
の手配等々、又マイクロバスの費用に特別のご厚情を
頂き選手一同心より感謝致します。次年度は優勝を目
指して頑張ります。より一層のご協力をお願い致します。
ありがとうございました。

■金子会員

御尊父様の葬儀の件につき、クラブ会員へお礼の言葉
がありました。
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皆さんこんにちは。今回11名が選任され都合3回の委
員会開催があり、委員長からのお願いで、指名委員
全員の総意で選びました。大変な難産でしたが、皆
さんの熱意で誕生しました。昔から､難産で産まれた
子は、健康にすくすくと伸びると言われます。
1年半後には、逞しく育っているものと確信致します。
そして、名前を命名しましたので発表します。中丸
繁男と申します。よろしくお願いいたします。これ
を持ちまして、指名委員会を解散致します。どうも
有難うございました。

■司会：中丸幹事

■年次総会

■野澤指名委員長報告

■小町次年度会長

一番心配なのは、会員の減少です。ロータリークラ
ブばかりでなく他の団体も同様かと思います。40名
を目指すという事を願って、次年度受けております
ので宜敷お願いします。次年度は45周年と言う事で、
非常に重い荷物を背負ってしまったなという思いが
有りますが、これから発表する委員長さんの力にか
かっています。私も難産でした。今日発表できない
のでは無いかとさえ思いました。でも素直な気持ち
でお願いしたところ皆さん引き受けて下さいました。
四大奉仕委員長と理事さんを発表します。
　クラブ奉仕委員長　中丸繁男会員
　職業奉仕委員長　　當麻　誠会員
　社会奉仕委員長　　田中重義会員
　国際奉仕委員長　　戸澤　忠会員
　例会運営委員長　　石山　敬会員
以上このメンバーを発表させて頂きまして、次年度
スタートしたいと思います。その他の委員長さんに
も御協力頂きまして、45周年が成功裏に終わるよう
私も頑張りますのでよろしくお願いします。

■中丸次々年度会長挨拶

皆さんこんにちは。私が難産の末に産まれた中丸繁
男です。緊急の指名委員会の前に他の用件があり、1
時間程遅れて、お酒が入った状態で樺澤さんと一緒
に出席しました。
私としてはまだモヤモヤしたものが有ります。何故
私なのかという気持ちが心の中には有りますが､皆さ
ん!!指名された以上は、心の整理をキチンとつけて、
次々年度に向けて頑張りたいと思います。そして私
のお願いがございます。次々年度まで現在35名です
が、1人も欠けることなく、次々年度を迎えられたら、
こんな幸せなことはございません。私はそのように
考えています。また、幹事につきましては、赤木会
員に電話してお願いしたところ、快く受けて下さい
ました。8歳年上の先輩会員ですが、｢いいよ。やれ
よ。年の差なんかいいよ｣という暖かい言葉を頂戴し
ました。次々年度は私と赤木さんで頑張りますので、
皆さんご支援の程よろしくお願いいたします。

まず、｢自治権はクラブにあり｣を基本の柱として、
本年度はまず自クラブの体力作りとメンバーの｢和｣
を求めたいと考えて、下記のテーマを掲げさせてい
ただきました。｢温故知新 そして 和｣。昔のことを
良く学び、そこから新しい考え方や知識を得ること。
また、過去のことを研究して現在の新しい事に対処
する。そして｢和｣とは、仲良く互いに相手を尊重し
助け合う関係にあること。｢和｣をもってクラブ内部
が調和し団結し、一丸となる事が必要ではないでし
ょうか。ロータリアンは職業奉仕を通して1つの目標
に向う同志でなくてはならず、人生の貴重な一端の
時間を捧げ、そして資産も出し、職業奉仕を通して

■山本会長

■クラブ協議会(上半期を振り返って)

■承認事項

次々年度会長・幹事の件、次年度理事・役員承認の件、
異議無ければ一括にて、拍手でご承認をお願いいた
します。
→満場一致の承認

■議長：山本会長
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あらゆるノウハウも提供し社会の為、世界の為に、
善行を行おうと言う非常に崇高な人々の集団である
とも言われています。そしてロータリー活動の基本
は職業奉仕にあり。その実践の場の入り口こそが例
会ではないでしょうか。異業種の職業人のトップが
集まり、実践の中で得た貴重な多種多様なノウハウ
を交換し合い、また成功談失敗談などの貴重な経験
をも語り合い、そしてメンバーの親睦を深めて職業
奉仕活動の基本となる基礎を作って行くのが例会で
はないでしょうか。私はロータリーの基本は例会に
有り、魅力的かつ活力に満ちた例会になれば、おの
ずと出席率も向上しメンバーの増員にもつながり、
そして四大奉仕活動も自然に活発になるものと信じ
ています。
7月15日は、東京武蔵村山ロータリークラブの38周年
記念卓話にお邪魔してきました。武蔵村山さんも29
名スタートと厳しい船出ですが、例会の出席率100％
を2回も達成されていました。東村山も是非100％例
会を実現しようではありませんか。戸澤例会運営委
員長を中心に皆様のご協力を頂き、出席率100％例会
を是非、皆さんの手で実現しようではありませんか。
また卓話をされた方は、親クラブに当る、立川ロー
タリークラブのパストガバナー鈴木正二様で、御年
88歳、恐ろしいほどお元気な方でした。また、職業
奉仕についても、皆さんは難しく考え過ぎですと、
例を挙げてとても解り易く話して下さいました。洋
服にしても、車にしても、製品になるまでには、原
材料を作る人、それを加工する人、部品を作る人、
組み立てて製品にする人、製品を販売する人、と数
多くの職業人の手を経て製品が出来てきます。その
製品を作る人々は生活の為に仕事をしていると思っ
ている人々が殆どかもしれないが、無意識のうちに
各自の仕事を通して立派な職業奉仕と社会貢献を行
っているのです。その事に気付き、仕事を通して職
業奉仕を自分はしているのだ、社会に貢献している
のだと自覚する事が職業奉仕の第一歩ではないでし
ょうか、と結ばれました。
7月22日は東京福生ＲＣと福生中央ＲＣの合同例会に
表敬訪問に伺いました。この日は初代水戸黄門様の
東野さんのお孫さんの製作裏話の卓話と、地元福生
より今年4月にデビューした女性シンガーのミニコン
サートもありとても楽しい例会でした。それと驚い
たのが福生ＲＣの出席率が、当日何と95％、7月14日
がメークアップ修正後100％、素晴らしいではありま
せんか。また、12月18日のクリスマス例会に出演し
てくださる太田真由さんは、この時にお会いし、野
村委員長が交渉し今回実現します。
8月5日のクラブ協議会では、2010年規定審議会にて
決議されました10-06、Ｅクラブについて本来のロー
タリーの基本理念である、例会に先ず出席し親睦を
深めることによりメンバーのコミュニケーションを
はかり、おのずと職業奉仕活動につながる。この理
念より外れるために前回の理事会決で反対と決まり
ました。
8月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

ンバー間の親睦も深めて頂けた事と思いました。
9月16日には、女子のバスケットボール中学生全国大
会でベストエイトに入るという偉業を達成されまし
た東村山市立第一中学校の校長先生がお見えになり
ました。私も中学、高校とバスケットボールをやら
せて頂きましたので良く分かりますが、市立の中学
校が全国大会でベストエイトになる為には、どれだ
けの血のにじむ様な選手の努力と顧問の先生方をは
じめとするご父兄の皆様の協力があって初めて実現
する事だと非常に感激いたしました。心から｢おめで
とうございます｣と祝福させていただきました。また
當麻会員のご好意でバスケットボールを贈呈し、大
変喜ばれました。
10月26日(火)のＩＭですが、全員登録となっており
ますが、阿部ガバナー補佐が本年度唱えられており
ます、キャッチアップ90実現の為にも本年度は異例
ですが当日の実出席率が発表されました。また28日
(木)のガバナー公式訪問は皆様のご協力をお持ちま
して無事に終了できました。ありがとうございました。
上野ガバナーもクラブ内卓話を通して各メンバーの
人柄と職業を理解しクラブ人同士のより多くの会話
が生まれて、クラブ内部の団結へと繋がり、メンバ
ーの懇親に職業奉仕へと繋がって行く事を期待され
ていました。

■中丸幹事

皆様こんにちは、今年度幹事としてはや半年が過ぎ
ようとし、大過なく何とか無事にやって来ることが
出来ました。これは会員の皆様や山本会長、菱沼事
務局の暖かいご支援とご指導の賜物と、深く感謝申
し上げます。
さて、上半期を顧みますと3月16日のＰＥＴＳ、4月
の分区連絡会、地区協議会から始まり、炉辺会合等
の後、いよいよ7月から幹事としての役割を担うこと
になり、毎回緊張した中にも自分としては充実した
例会を過ごすことができました。幹事は色々と細か
い心遣いが必要で大変かもしれませんが、菱沼さん
の暖かい配慮もあり、やってみるとロータリークラ
ブの行事等の流れが良く解かり大変勉強になりました。
これも会員の皆様の暖かいご協力に深く感謝申し上
げます。
8月には野村クラブ管理委員長の発案で屋形船家族親
睦例会が開催され、大変楽しい時間を過ごすことが
出来ました。
10月には年間行事のなかでも重要な多摩分区ＩＭ、
そしてガバナー訪問が中1日という厳しい日程でした
が、会員の皆様のご協力を得て無事終わることがで
き本当に感謝しております。
11月には老舗に学ぶと題して、當麻職業奉仕委員長
のご尽力で亀戸の船橋屋を見学し、又渡辺会長の卓
話を聞くことも出来て大変有意義な職場見学となり
ました。
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■点鐘：山本会長

次に幹事と並行してホストファミリーの経験も初め
てさせて頂きました。はたして我家で務まるのかと
いう思いもありましたが、受け入れることにしました。
8月5日に成田に迎えに行き、我家へやってきた留学
生は、背が高く、スレンダーで、真面目で、ちょっ
ぴりシャイな、可愛い17歳のティミーでした。彼女
には女房が仕事を持っている関係で、何も満足なこ
とはしてあげられなかったけれど、私たちの普段ど
おりの生活と2人の娘と同様な対応での生活に努めた
つもりです。そして彼女からは数々のことを学ばさ
せてもらい、今ではホストファミリーをして本当に
良かったと思います。
上半期に多くの行事も終わり、下半期は少しゆっく
りできるなと思っていましたが、過日の緊急指名委
員会へ所用のため1時間ほど遅れて出席したところ、
次々年度の会長に指名する言われました。なぜ私な
のかと釈然としないまま引き受けざるを得ない状況
となりました。しかし引き受けた以上、気持ちの整
理を早くつけて次々年度に向かい努力してゆく所存
ですので、皆様の更なるご協力をお願い申し上げます。
昨今はどのクラブでも会員の減少が続いていますが、
最低でも今の会員数35名のまま、そして今現在の会
員が一人でも欠けることなく、次々年度を迎えられ
ますようお願いして私の話しを終わりに致します。

■第6回(12月度)理事・役員会

2010年12月1日(水)　　於  たきび 18:30～

■11月の収支明細報告について
　菱沼事務局より会計報告があり、全員これを承認した｡

■その他
①1月度の理事役員会開催日について

②新年夜間例会について
　①②いずれも1月6日(木)に実施することとし、18:00
　より理事会18:30より新年夜間例会を、たきびにて実
　施することを決定した。

③地区大会の登録について
　例年通り全員登録とすることを決定した。


