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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2173回例会 2011.6.30

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。皆様の前で会長挨拶としてこの様
に原稿を読むのも6月2日以来久々です。そして本日で
最後です。寂しくもあり、また1年間を無事に皆様のお
陰で乗り切れた嬉しさもあり、一言ではなかなか言い
表すことができません。後程改めて話させて頂きますが、
皆さん本当に1年間ありがとうございました。
さて、昨日は会長、中丸幹事、次年度小町会長、野村
幹事、町田国際奉仕委員長、野崎社会奉仕委員長と
2010～2011年度ロータリー活動納めの会に出席してま

いりました。上野ガバナーの人柄通りのとても和やか
で温かい納めの会でした。アトラクションにはクリス
マス親睦例会でお世話になった保谷ＲＣの小林さん率
いるＯＨＪＩＮＳバンドの皆さんの演奏でした。ただし、
何故か我がクラブの野澤パスト会長夫人が女性ボーカ
ルとして出演されていてビックリしました。詳細は後
程野澤パスト会長にお伺いしようかと思います。
また上野ガバナー年度の想い出のアルバムを頂いてき
ましたので、回覧いたしますのでご覧下さい。我がク
ラブは屋形船での満面笑顔の野村次年度幹事と芸者さ
んのスナップ写真が掲載されています。それと本年度
少し趣向を変えさせて頂いた親睦旅行の私が写しまし
た写真をＤＶＤとスナップ写真で、ご参加頂きました
会員の方に作成して配らせて頂きました。私からの気
持ちばかりのお礼ですので、お納め頂きたいと思います。
ＤＶＤプレーヤーの機種によっては再生できない時が
あります。その場合はすみませんがお手持ちのパソコ
ンにてご覧下さい。

さて、それでは本年度最後のスローガン復唱をさせて
頂きます。
｢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。
さて本年度最後のお願いです。6月の現在の例会出席率
は74.2％です。このままですと、年間平均出席率90％
が危険な状態です。是非会員皆様のご協力をどうぞ宜
しくお願い致します。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢四つのテスト｣

◆ソングリーダー：
　村田会員
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

33 30 0 2 93.75

■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：5名
■前々回出席率メークアップ修正後：83.87％

◆山本会長：会員の皆様、本当に1年間ありがとうござ
　　　　　　いました。思い残すことはないです。来
　　　　　　月からは乾杯に全力を注ぎます。
◆中丸幹事：1年間会員の皆様には、大変お世話になり
　　　　　　ました。何とか無事1年を過ごすことがで
　　　　　　きました。皆様に感謝申し上げます。写
　　　　　　真頂きました。ありがとうございます。
◆山本会長、中丸幹事：
　　　　　　本年度の活動も今日が最後です。7/1の第
　　　　　　1例会から、6/30の最終例会まで皆様のご
　　　　　　協力のもと無事に終ることができそうで
　　　　　　す。1年間本当にありがとうございました。
　　　　　　2013年度もよろしく。
◆當麻会員：山本会長、中丸幹事、1年間ご苦労様でし
　　　　　　た。写真ありがとうございました。
◆戸澤会員：山本会長、中丸幹事、1年間お疲れ様でし
　　　　　　た。親睦旅行の写真とＤＶＤありがとう
　　　　　　ございました。
◆神﨑会員：会長、幹事、1年間ご苦労様でした。お疲
　　　　　　れが溜まっているでしょうから身体に気
　　　　　　をつけて下さい。また写真ありがとうご
　　　　　　ざいました。
◆五十嵐会員：
　　　　　　山本会長、中丸幹事、1年間お疲れ様でした。
◆野澤会員：山本会長、中丸幹事、1年間お疲れ様でし
　　　　　　た。7日には大いに労をねぎらいたいと思
　　　　　　います。
◆野澤会員、野澤礼子様：
　　　　　　昨日は地区納めの会で歌わせていただき、
　　　　　　ありがとうございました。

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■令夫人誕生祝月：
　中條会員

■ガバナー事務所：
　東日本大震災支援に関する報告について
　ガバナー会より日本3千地区のガバナーへ配布された
　現段階の決定事項及び計画資料
　①東日本大震災支援委員会規程
　②東日本大震災支援プログラム
　③2011年東日本大震災義援金地区別合計一覧

■ロータリー財団委員会：
　｢(在京)地区ロータリー財団セミナー｣開催の案内の
　受理
　2011年7月27日(水)　15:00～
　於　如水会館
　出席者
　2011-12年度Ｒ財団委員長(1名)
　2011-12年度会長、幹事、
　　　　　　 国際奉仕委員長、社会奉仕委員長
　2012-13年度会長(いずれか2名)
　(合計3名の出席が望ましい)

■国際奉仕委員会、世界社会奉仕委員会、オンツーバ
　ンコク委員会：
・(在京)国際奉仕委員長会議の案内の受理
　2011年7月21日(木)　14:30～17:00
　於　ロイヤルパークホテル
・(沖縄)国際奉仕委員長会議の案内の受理
　2011年8月1日(月)　14:30～16:30
　於　パシフィックホテル沖縄

■回覧：武蔵野女子学園ニュースレター

■幹事報告 中丸幹事 ■前々会メークアップ者：
　赤木会員：清瀬ＲＣ
　樋口会員：新宿西ＲＣ
　土方会員：地区活動
　樺澤会員：東京杉並ＲＣ
　金子会員：所沢中央ＲＣ
　目時会員：東京武蔵野ＲＣ
　漆原会員：東京東久留米ＲＣ



東京東村山ロータリークラブ

皆様、改めましてこんにちは。今年1年間大変に至ら
ない会長でしたが、皆さまに助けられて何とか無事
に役目を果たす事ができそうです。本当にありがと
うございました。1年間お世話になりました皆様に一
言ずつお礼を述べさせて頂きたいと思います。
まずは中丸幹事。会長の挨拶等で大事な事を話し忘
れたり、抜けてしまった事を何時も黙ってフォロー
してくれてありがとうございました。また、交換留
学生のティミーのファーストホストファミリーを引
き受けて頂きありがとうございました。僕にとっては、
本当に過ぎた女房役でした。これからも宜しくお願
いします。
小町クラブ奉仕委員長。各委員会を取りまとめて頂
きありがとうございました。本年度は各委員長さん
に会長のやりたい事、思いだけを伝え、手法及び選
択権は委員長さんにお任せしました。丸投げと言わ
れた事もありましたが、各委員長さんの責任に於い
て仕事をして頂いたと、私は考えておりますし、そ
れが組織だと思います。
クラブ運営委員会の戸澤委員長、田中副委員長、高
橋会員、五十嵐会員、熊木会員、中條会員、村越会員、
早くから会場設営、例会の運営ありがとうございま
した。戸澤委員長には例会出席率90％維持のために、
格別のお骨折りを頂きありがとうございました。４
ＲＣ、合同例会も無事に完了しました。田中副委員長、
ＩＭでクラブ代表としての発表、ロータリアンの鏡
となる活動をして頂き心から感謝いたします。あり
がとうございました。
プログラム委員会の村田委員長、金子副委員長、不
規則かつ変更の多いなか、卓話のプログラムの組み
立て、調整ありがとうございました。
クラブ管理委員会の野村委員長、石山副委員長、北
久保委員、相羽委員、飯田委員、山宮委員、地味で
すが大変なクラブの管理業務を運営していただきあ
りがとうございました。また、野村委員長には、全
く新しい企画の納涼例会、親睦旅行と立案、企画、
添乗まで行っていただき大成功でした。ありがとう
ございました。石山副委員長、何時も明るく元気に
クラブのムードメーカーとしてクラブの活動を盛り
上げて頂きありがとうございました。

◆金子会員：山本会長、中丸幹事、1年間お疲れ様でし
　　　　　　た。小町次年度会長、野村次年度幹事、
　　　　　　次年度はお世話になります。
◆相羽会員：山本会長、中丸幹事、1年間ご苦労様でし
　　　　　　た。写真ありがとうございました。
◆野村会員：山本会長、中丸幹事、最終例会ですね。
　　　　　　ご苦労様でした。山本会長、写真ありが
　　　　　　とうございます。
◆小町会員：山本会長、中丸幹事、1年間ご苦労様でし
　　　　　　た。次年度の小町もどうぞよろしくお願
　　　　　　いします。
◆樺澤会員：山本会長、中丸幹事さん、1年間ご苦労様
　　　　　　でした。楽しい1年でした。
◆村田会員：会長、幹事、1年間お疲れ様でした。旅行
　　　　　　の写真とＤＶＤありがとうございます。
◆町田会員：山本会長、中丸幹事、1年間お疲れ様でした。
◆野村(裕)会員：
　　　　　　山本会長、中丸幹事、大変ご苦労様でした。
　　　　　　本年3月に入会させて頂き、会員皆様には
　　　　　　大変お世話になりました。来年はもっと
　　　　　　役に立つよう精進します。
◆田中会員：山本会長、中丸幹事、1年間お疲れ様でした｡
◆北久保会員、漆原会員：
　　　　　　山本会長、中丸幹事、1年間ご苦労様でした｡

本日のニコニコ合計：   88,000円
　　累　　　計　　：1,397,019円

■クラブ協議会 ｢一年を顧みて｣

■山本会長

今日が最終例会で来週から新年度か始まりますので
宜しくお願いいたします。四大奉仕から五代奉仕に
定款変更があり、わがクラブの定款・細則を変更す
る必要があります。
7月14日(木)に臨時総会を開催しますので、当日出席
の程宜しくお願いします。

宮城県志津町に使わなくなった楽器を送ることにし
ました。趣旨に賛同いただき隅屋さんからは、既に
ギター等をお預かりしています。トラックの荷台が

まだ空いていますので、7月24日に届けに参りますの
で、壊れていなければどんな楽器でも結構です。また、
文具でも大丈夫です。また、来期は、会員増強委員
です。たまたま、弟の息子が北海道の小樽で弁護士
事務所を開くことになり、小樽南ロータリークラブ
に入会する段取りとなっています。会員は70名との
事。無事入会できそうです。

■委員長報告

■小町クラブ奉仕委員長

■村越会員
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会員増強委員長の漆原委員長、土方会員、嶋田会員、
増強にお骨折り頂きありがとうございました。目標
には届かず残念でしたが、2名ばかり入会予定者が進
行形で残っておりますので、是非次年度に引き継ぎ
を宜しくお願い致します。
会員研修委員会の樺澤委員長、町田副委員長、勉強
不足の会長のため、逆に色々と気を遣って頂きつつ、
研修を行って頂きありがとうございました。お陰さ
までロータリーの友を読む会員もかなり増えたと思
います。
職業奉仕委員会、當麻委員長、高橋委員、隅屋委員、
色々な研修を解かり易く行って頂きありがとうござ
いました。京都の老舗に学ぶでの、船橋屋さんでの
工場見学、渡辺会長の卓話は未だに心に残っています。
社会奉仕委員会、野崎委員長、飯田委員、産業祭で
の出店お疲れ様でした。野崎委員長には大変多忙な1
年間、無理に委員長を引き受けて頂いたにも拘らず、
ご活躍頂き本当にありがとうございました。会長が
終りましたら、是非夜のクラブ活動にも参加させて
下さい。
青少年委員会、神﨑委員長、途中から一人委員会に
なってしまい申し訳ありませんでした。市立第一中
学校全国大会ベストエイトの活躍に際して、公式ボ
ールの寄贈ありがとうございました。生徒達には大
変喜んでもらいました。
国際奉仕委員会、町田委員長、樺澤副委員長、早い
時期から国際大会参加を各クラブに呼び掛けて頂き
ありがとうございました。結果は残念ながら、大震
災による自粛により中止となり非常に心残りとなり
ました。次年度はオンツーバンコクです。是非メン
バーとしてご参加下さい。
青少年交換委員会、飯田委員長、野澤副委員長、本
年度はティミーの受入れお疲れ様でした。こちらも
大震災のためにティミーの帰国と言う幕引きになり
残念でした。
ロータリー財団、目時委員長も一人委員会になって
しまい申し訳ありませんでした。財団のシステムも
大幅に変わりました。大震災のため、補助金は義援
金に回ってしまい大変な一年でした。ありがとうご
ざいました。
米山奨学会、嶋田委員長も一人委員会になってしま
い申し訳ありませんでした。しかし本年度は親睦旅
行にて新しくなった米山梅吉記念館を訪れることが
出来ました。一年間ありがとうございました。
宜野湾ＲＣ友好委員会、樺澤副委員長、町田委員、
本年度は木下元委員長の体調不良もあり、陣頭指揮
を執って頂き誠にありがとうございました。
そして最後になってしまいましたが、菱沼事務局一
年間裏方で色々と助けてくれてありがとうございま
した。
この様に皆様のご協力によりまして、この1年間を無
事に乗り切り会長職を全うすることが出来ました。
改めて皆様に感謝申し上げます。
本年度は会員の皆さんに、ロータリーの基本である
例会に出てきて頂く事、出席の権利を果たして頂く
事を基本理念にして、大きな事業は行いませんでした。
どうしたら例会に出てもらえるか？出てきて楽しい
親睦を図れる例会、異業種の諸先輩から企業人とし
ての為になる話を聞ける例会、その為に、阿部ガバ
ナー補佐の推奨された｢キャッチアップ90｣を前面に
押し出し、皆様には耳にタコができ、酢ダコにして

食べて頂く位に例会出席をお願いしました。その結
果は次の様です。
この結果を踏まえて次年度の小町会長は東京東村山
ＲＣの出席率90％は、大丈夫との前提で活動を開始
されるはずです。どうか、会員の皆様は小町次年度
会長の期待を裏切ることの無いようにメンバーの一
人一人が自分の出席に対して自覚を持ち頑張って頂
きたいと思います。メンバーが少ない今、自分一人
位休んでも良いはＮＧです。
一人一人の占めている％が、高いことを自覚して、
ぜひメークアップをお願いして私の話を締めさせて
頂きたいと思います。
本当に1年間ありがとうございました。

◆2010-2011年度出席率

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

90.00％

87.61％

91.34％

93.44％(10/28：100％)

94.21％(11/18：100％)

93.02％(12/18：100％)

90.53％

94.38％(2/17：100％)

90.91％

89.25％

94.79％(5/12：100％)

74.21％
6/ 2：78.13％
6/ 9：80.00％(メークアップ修正後変更あり)
6/16：64.52％(メークアップ修正後変更あり)

7月～5月の平均：91.82％
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皆さんこんにちは。今年度幹事として何とか一年間
無事に務める事が出来ました。これは山本会長、会
員の皆様、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。
この一年を顧みますと、正しくあっという間の一年
でした。一年前に皆様の前でこの様に申し上げました。
｢この伝統ある東京東村山ロータリークラブの幹事と
して恥ずかしく無い様、そして次年度幹事へしっか
りと襷をつなげられる様、定款やクラブ細則を学び、
そしてこれらにのっとり1年間精一杯活動して行く所
存です。しかし、何分浅学非才の私ですので、ゴル
フに例えると2オン2パットのパーを華麗にとれる幹
事ではなく、懸命に3オン2パットのボギーを取る幹
事になれればと思っています。山本会長の指示の元、
幹事としての職務を出来る限り全うし、来年6月に皆
様の前で、1年を顧みてをお話しできるのを楽しみに
して1年間頑張ります｣と幹事就任の挨拶をさせて頂
いたのが昨日の事のように思い出されます。
さて、あれから一年が経ちました。就任の挨拶とは
裏腹に不勉強や表に現れない数々の失敗を繰り返し
ながらも、山本会長に助けられながら、何とか幹事
の役目を無事終わる事が出来ました。私自身は何も
しませんでしたが、各委員長のご協力により数々の
行事が行われました。特に當麻職業奉仕委員長によ
る｢老舗に学ぶ｣と題した船橋屋さんの職場見学と渡
辺地区職業委員長の卓話、それから野村クラブ管理
委員長による新しい試みの、屋形船家族親睦例会が
強く印象に残っています。またＩＭでの田中会員の
発表にも感動致しました。各委員長の皆様色々有難
うございました。
私自身が実際に何かをしたというのは、ホストファ
ミリーくらいでした。ハンガリーから来た留学生テ
ィミーはとても素直で控えめな少女でした。彼女は
日本に来た時、以前の留学生ペトラと違い全く日本
語が解らない為、私の家での全ての会話が最初の一
カ月くらいは英語でした。旅行で使う英語程度の会
話力しか無い私でしたが、一緒に生活していると私
も勉強し、何とか日常生活の英語も少し使えるよう
になりました。｢今日はとても暑いけど何度くらいで
湿度はどのくらい。｣とか｢この品物はどこで買って
いくらだよ。｣等々、私もとても勉強になりました。
ただ女房が居ない時に、病気になり医者に連れて行
き病状を説明しなくてはならないときは大変でした。
でも今はいい経験だったと思います。そして彼女が
居なくなると、私もすっかり英会話を忘れてしまい
ました。ただ会員の皆様には、彼女が控えめな性格
の為、いまひとつ馴染めず印象が薄かったと思います。
最初のホストファミリーである私がもう少し皆様と
なじめるようにもう少し努力しなければいけなかっ
たと思います。この点が反省点として残っています。
さて、次年度私はクラブ奉仕委員長という重い役割
が待っています。山本会長年度は35名のスタートで
したが、次年度は32名からのスタートになり、会員

増強が何としても必要です。小町会長、野村幹事の
もと楽しく充実したクラブになるよう、微力ながら
協力して行きますので会員の皆様宜しくお願い申し
上げます。
最後に多々色々な状況でご指導頂いた山本会長と、
事務的な仕事を一手に引き受けてくれた菱沼さんに
感謝し、終わりとさせて頂きます。会員の皆様一年
間どうも有難うございました。

■中丸幹事

■点鐘：山本会長


