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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2159回例会 2011.3.3

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　樋口例会運営委員

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

様も孫娘さんが居る方はひな壇の飾り付けをお孫さん
と一緒になさったのではないでしょうか。我が家では
娘がラストの20代、あわてて今年こそは嫁に行っても
らわねばと、10年ぶりにひな壇を飾り付けました･･･？
　しかし親の気持ちとは別に本人にはのんきな物で困
っております。結局の処、一番喜んでくれたのは孫娘
たちでした事をご報告致します。
　さて先日の春一番以来20度を越えたと思えば、また0
度に近づく非常に不安定な天候が続いております。し
かしこれも春に近づく為の自然界の準備期間であり、
寒さ暖かさが交互に訪れ雨風が繰り返し、ようやく穏
やかな暖かな春が訪れるそうです。我がクラブも次年
度の訪れ、春に向けて着々と組織作りが進み、皆様に
も役職のお願いの依頼が行くはずです。我がクラブも
現状ではメンバーの多いクラブでは有りません。次年
度会長幹事、または委員長より依頼がありましたら、
快くご承諾を頂きたいと思います。皆様のご協力無し
では、クラブの運営と存続は成り立ちません。ロータ
リーには原則としてＮＯは有りませんと私は伺ってお
ります。是非皆様のご協力をお願いします。そして創
立45周年を全員の力で成功させようではありませんか。
　スローガン復唱。｢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。
1月も出席率平均90％を達成しました。2011年2月17日
の例会は、2月23日の我がクラブの創立記念日に因み、
創立100％例会としたいと思いますので是非是非皆様の
ご協力をお願い致します。皆様こんにちは。今日は桃の節句ひな祭りですね。皆

■お客様紹介：
　土方パスト会長

◆ゲスト：
　ヤカブ・ティーメア様

■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：
　村田会員
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■東村山青年会議所：
　東村山市長選挙公開討論会に対する後援のお願いに
　ついて
　2011年4月13日(水)　19:00～
　於　東村山市立中央公民館ホール
　※後援名義使用依頼あり

■東京武蔵村山ＲＣ：
　平成22年度ＦＲＣ合同例会プログラムの受理

■東村山地区交通少年団：
　東村山交通少年団入退団式の案内の受理
　2011年3月26日(土)　11:00～
　於　東村山警察署3F講堂

■東京青梅ＲＣ：
　幹事会の案内について
　2011年3月19日(土)
　於　勝仙閣(青梅線日向和田駅15:20集合)

■国際ロータリー：
　日本人親善朝食会の案内とお願いについて
　2011年5月22日(日)　6:30～
　於　Marriott New Orleans

■ガバナー事務所：
・｢第2580地区ニューオリンズの夕べ｣案内とお願いに
　ついて
　2011年5月23日(月)　19:00～21:00
　於　インターコンチネンタルホテル
・ニュージーランド地震義援金のお願いについて
　〆切　3月11日(金)　　金額については任意
・2010年～11年度ＲＩ会長賞の申込みについて
　〆切　3月31日(木)　必着
・クラブ目標報告書式(2011～12年度Ｒ財団)について
　〆切　5月1日まで
・2011～12年度ガバナーに関する参考資料の受理
　①2011～12年度水野ガバナーの写真と略歴
　②2011～12年度ガバナー公式訪問スケジュール(案)
　③2011～12年度組織図(案)
　④2011～12年度ＲＩロゴとテーマ
　⑤2011～12年度ＲＩ会長の写真と略歴

■青少年交換委員会：
・臨時オリエンテーション(ジャパンツアー説明会)の
　案内について
　3月5日(土)　15:00～17:00
　於　ファーマライズホールディングス(株)
・ジャパンツアーのお知らせについて
　2011年3月25日(金)～4月3日(日)　9泊10日
・裏千家今日庵茶道稽古のお知らせについて
　3月12日(土)、3月19日(土)　15:00集合
　於　裏千家今日庵東京道場

■回覧：
　バギオだより
　武蔵野女子学園ニュースレター
　小平ＲＣ週報
　心の東京革命

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

35 25 1 8 75.76

■出席報告 田中例会運営委員

■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：田無けやきＲＣ
　石山会員：分区連絡会
　町田会員：武蔵村山ＲＣ
　村田会員：東大和ＲＣ
　土田会員：清瀬ＲＣ
　漆原会員：東久留米ＲＣ

■幹事報告 中丸幹事

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■ご結婚祝月：小町会員

■会員誕生月：
　隅屋会員、土方会員

■令夫人誕生月：
　戸澤会員、石山会員



東京東村山ロータリークラブ

■卓話

■ゲスト挨拶

■ヤカブ・ティーメア

■委員長報告

■樺澤会員研修委員長

■野村クラブ管理委員長

みなさんこんにちは　今日は学校のテスト最終日でした。
日本語と漢字のテストを昨日しました。来月は、沖縄
旅行があり楽しみです。また、ロータリーでジャパン
ツアーもあり忙しいけど楽しみです。テストで忙しか
ったので今日のスピーチはこれで終わります。

ロータリーの友の三月号をご紹介致しますと、巻頭言
として、レイ・クリンギンスミスＲＩ会長は、2010～
13年度のＲＩ長期計画は今後ロータリーが強さや活気
を維持していくための簡潔なアプローチとして、クラ
ブのサポート強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共
イメージと認知度の向上との計画の3つの優先項目を挙
げられています。
3月は識字率向上月間で、｢識字が広げる世界｣として識
字率向上の奉仕活動が紹介されています。また、3月7
日～13日は世界ローターアクト週間としてローターア
クトの活動が紹介されています。
ＲＩ会長エレクトのカルヤン・バネルジー氏が紹介さ
れています。ＲＩ会長エレクトは、｢もし、皆さんが自
分自身のことをもっとよく知れば、より大きなことを
成し遂げることができます。しかし、世界平和を求め
る前に、自分の心の平和を求めることです。｣といわれ、
また、次年度の会長テーマは｢こころの中を見つめよう
博愛を広げるために｣と紹介されています。続いて2011
年の国際協議会のリポートが掲載されています。視点
ガバナーの頁には当地区の上野ガバナーが｢未来の夢計
画｣について述べられています。エバンスト便りには、
四つの試験的プログラムとして、今年の7月から試行さ
れる衛星クラブ・準会員・法人会員・革新性と柔軟性
のあるクラブ試験的プログラムが紹介されています。
バナー自慢には、我が分区の東京福生中央ロータリー
クラブのバナーが紹介されています。

春の親睦旅行の件ですが、旅行費用の集金袋をまだ作
成していませんでした。申し訳ありません。来週10日
の例会時に集金させて頂きますので、忘れずに宜敷お
願いいたします。
行程表の仲で、第2日目の朝の出発時間が間違っていま
すので、訂正いたします。7時ではなく、10時ですので
お間違えの無いようお願いします。詳細については、
車中にてご説明いたします。

■卓話者：
　小町次年度会長

ＰＥＴＳ報告
3月に入りました。本日はひな祭り、そして6日は啓蟄、
21日は春の彼岸です。四季を感じ素晴らしい感性を持
った日本人に生まれて良かったと思います。
アメリカで生まれ全世界に広がったロータリーが日本
の風土に根を下ろし幾度の変化を繰り返しここまで来

本日のニコニコ合計：   30,000円
　　累　　　計　　：  985,019円

◆山本会長、中丸幹事：
　　　　　　先日の地区大会は多くの皆さんの出  
　　　　　　席をいただきありがとうございまし
　　　　　　た。
◆小町会員：写真ありがとうございます。本日の
　　　　　　卓話よろしくお願いします。
◆山宮会員：写真ありがとうございます。本日の
　　　　　　卓話よろしくお願いします。
◆神﨑会員、五十嵐会員、目時会員、嶋田会員、
　田中会員、戸澤会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

■ホストファミリー
　補助金贈呈：赤木会員

■交歓留学生へお小遣い：ヤカブ・ティーメア
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ています。我、東村山ロータリークラブも45歳を迎え
ようとしています。ここまで多くの先輩ロータリアン
が築いてくれたことに改めて感謝し今後、時代の変化
を真摯に受け止めてロータリアンであることのほこり
を持っていこうではありませんか。
■ＰＥＴＳ(会長エレクト研修セミナー)並びに地区チ
　ーム研修セミナー報告
2011年3月1日　帝国ホテルにて
21クラブ会長幹事122名、地区委員58名、計180名の参加
■上野操　ガバナー挨拶
地区大会のお礼がありＲＩ会長代理深川純一様より国
際ロータリーの報告と職業奉仕の原点と題し職業奉仕
に関する真髄の話しを聴き又、建築家安藤忠雄氏の迫
力ある夢を創ると題した講演で他国より見た日本の姿、
誇りを持って日本人の特性を世界に発信していかねば
ならない。そのためにはこれからの日本を支える若者
を育てる責任が大人にあることを力説していました。
元気を与えていただいたことに感謝です。
■水野正人　ガバナーエレクトの挨拶
いまさらロータリーの本を読んで改めて勉強しています。
自分の生い立ちを話され、大阪生まれ大阪ロータリー
の祖父に幼児のころロータリーに連れていかれた。自
らをおぼちゃまと称し小さいころから大型望遠鏡で宇
宙をみて地球の偉大さを感じていた。甲南大学からア
メリカポール・ハリスのラッシーヌの南の町へ留学し
科学を学び70年に結婚、東京に就任しバブルの絶頂期
のなかでした。その後反動は大きかった。世界のスポ
ーツのあらゆる大会を見る機会が多く勝てる選手の共
通点はリラックスできる人です。朗らかで肩に力が入
らないことが大切なようです。
2580地区は恵まれている。事務局が固定していて地区
運営がスムーズでありＰＧがあまり口をはさまないこ
とです。
■ＲＩ会長　カルヤン・バネルジー(インド･バビＲＣ)
テーマ　Ｒeach Within to Embrace Humanity
       「心の中を見つめよう　博愛を広げるために」
ロータリーの奉仕における3つの強調事項に力を注いで
いく。
第一に｢家族｣万事は家族から始まり、行う奉仕は全て
世界で成し遂げたいと望むことの出発点である。
第二に｢継続｣得意とすることはなにかを知りそれを継
続して次のレベルへ高めていくこと。きれいで安全な
水の提供、疫病の予防、識字力の普及、新世代との協力、
平和への努力等の活動を続けていくこと。
第三は｢変化｣平和を望むなら家庭に地域に社会に自分
自身の生活に平和をもたらすことから始めよう。環境
破壊の歯止め、子供の死亡率を減らす等を望むなら自
分自身がこの担い手とならなければならない。
■水野ガバナーエレクトのビジョン
｢簡素にして充実｣
背景：ロータリー会員が全世界120万人(最大時124万人)
国内8.9万人(13万人)地区3192人(4003人)まで減少し高
齢化が進む中ロータリー活動のあり方が問われている。
各々クラブの活性化を第一義として捉えて地区はＲＩ
方針のもとより簡素で効率であることを基本とし本来
のあり方を今一度考えなおし地区として新たなる充実
を考える年としたい。
簡素：社会や企業環境が厳しい中、奉仕や親睦のため
に個々の時間的、金銭的負担が過大にならないような
工夫が望まれる。地区が委員会の数やあり方、地区大
会やＰＥＴSなどの会議のあり方、ガバナー月信もＩＴ
化を進める等の見直しをする。会員の負担を軽減し、

各クラブには楽しさを創出していただき、会員の満足
感を高めるとともに退会防止につなげたい。
充実：活動の本質は｢親睦と奉仕｣であり堅持されるべ
きもの。しかし時代の変化に応じＲＩのあり方は大い
に変化している。
①四大奉仕から五大奉仕への変化
②世界社会奉仕からロータリー財団活動への重心の移
　動[未来の夢計画]
③職業倫理の重要視は変わらないが会員の減少が止ま
　らない。
地区はあくまでもクラブ活動の活性化を支援する。｢ワ
クワクするような楽しい例会｣の創造の研究が重要であ
りそれが退会防止、会員増強につながる。｢時代にあっ
た価値ある奉仕活動｣を模索しクラブ活動、各種会合、
ＩＭなどを通じ総合理解を深める親睦を図り是非入会
したいという会員増強が実現できるようしたい。
■地区研修リーダー　戸田一城　パストガバナー
・毎年のおガバナーのコメントをよく理解してください。
・通常、本来のあり方を確認してください
・クラブの人事は仲良しグループにならないでください｡
・クラブの素晴らしい人材をさがして将来を支える人
　に育ててください
・幹事は縁の下の力持ち、会長の持てる力を余すとこ
　ろなく引き出す。事務局は全会員の秘書役、クラブ
　の使用人ではありません。
■多摩分区　栗原高明ガバナー補佐の方針
１・クラブ奉仕(例会、親睦の充実）
　・会員の卓話はメンバーをしり親しみを感じられる。
　・親睦は簡素で年間を通して炉辺会合の開催を促す。
２・社会奉仕
　　クラブの特色を生かし地域の活動を行い知名度を
　　上げてください
３大奉仕委員長の方針
　クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕そして
　新たにできた新世代奉仕の各委員長より発表があり
　ました。
　新世代奉仕委員長は東京小平ＲＣ安部泰人委員長で
　インターアクト、ローターアクト、青少年交換委員
　会で構成されてます
■感想
自分が感動しなければ何の変化も起きないことを強く
学びました。次年度は幹事、理事そして全会員の協力
のもと楽しいクラブ運営をしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

■卓話者：
　野村次年度幹事

会員の減少が､どうしても気になっています。私が入会
した当時は、47人だったと思います。会員増強を頑張
って、何とか会員が増える事を念願しています。中丸
幹事の仕事振りを見ていると大変だなと感じますが、
何とか楽しい例会運営に努めますので、皆さん御協力
をお願いいたします。
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■点鐘：山本会長

■第9回(3月度)理事・役員会

2011年3月2日(水)　　於  たきび 18:30～

■2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。

■ニュージーランド地震義捐金について
　義捐金の使用先・目的等を確認の上、20,000円を限
　度として会長・幹事に一任とし承認した。

■その他
　①木下会員退会届提出について
　　クラブとして慰留に努め、5月末までに結論を出す
　　ことを承認した。

　②新入会員の推薦について
　　野村裕夫氏(61歳)を新入会員に推薦する旨の書面が､
　　野澤・金子両会員より提出され、所定の入会手続
　　きに入ることを承認した。

　③東村山市長選挙公開討論会に対する後援のお願い
　　について
  東村山青年会議所より上記の書面を受領したが、そ
　　の開催趣旨等は理解できるが、政治に関すること
　　なので当クラブとしては辞退させていただくこと
　　を決定した。

　④3月31日を休会扱いにすることについて
　　3月31日をクラブ定款第6条第1節Ｃ項により休会と
　　した。

　⑤青少年交換留学生が参加の｢ジャパン・ツアー｣費
　　用負担について
  参加費用の半額を本人負担、残り半額をクラブ負担
　　となるが、まだ地区青少年交換委員会から費用の
　　詳細は届いてないが、半額を負担することを承認
　　した。


