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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2193回例会 2011.12.1

こころの中を見つめよう
博愛を広げるために

和の心　自然に学びて未来を創ろう

■司会：
　石山例会運営委員長

■点鐘：小町会長

■会長報告 小町会長

本年度も6ケ月目に入り冬の到来の季節になり、
寒暖の差が激しい日々の中皆様、お身体にはご留
意ください。
本日は島田様を新入会員として迎える事ができう
れしく思います。又、次年度理事役員発表と次次
年度の会長が指名されます。中盤にさしかかって
います。これからクラブのメイン事業であります
45周記念式典を始め、地区大会、国際大会等が控
えています。どうぞよろしくお願いします。

■お客様紹介：
　山本パスト会長

◆ゲスト：米山奨学生　朴 動浩様

■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：
　荻野会員

■入会者紹介：
　野澤会員

■新入会員：
　島田良親新会員

■紹介者記念バッヂ贈呈：
　荻野会員

■入会式



東京東村山ロータリークラブ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

33 24 0 7 77.42

■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：1名
■前々回出席率メークアップ修正後：96.77％
■前々会メークアップ者：
　相羽会員：地区ゴルフ
　飯田会員：京都西ＲＣ
　野崎会員：地区米山委員会
　荻野会員：地区ゴルフ

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　隅屋会員(42回目)

■ご結婚祝月：
　嶋田会員

■会員誕生祝月：
　赤木会員、漆原会員
　田中会員、石山会員
　野村(裕)会員
　山宮会員

■令夫人誕生祝月：
　野村高章会員
　野村裕夫会員

◆田中会員：空堀川清掃事業、皆様のお陰で大成功
　　　　　　で終えることができました。心より感
　　　　　　謝申し上げます。島田様入会おめでと
　　　　　　うございます。東村山ＲＣの発展にご
　　　　　　尽力頂けるようよろしくお願いします｡
　　　　　　ＦＲＣゴルフお世話になります。大勢

■幹事報告 野村(高)幹事

■ガバナー事務所：
・｢第5回全国ＲＹＬＡ研究会｣開催のお知らせ
　2012年2月5日(日)　10:00～17:00
　於　グランドプリンスホテル新高輪
・2012-13年度グローバル補助金プロジェクト候補並び
　に新地区補助金プロジェクト候補の募集開始について
　資料①未来の夢計画試験地区一覧
　　　②2010-11年度ロータリー財団補助金の報告
　　　③2012-13年度グローバル補助金並びに新地区補
　　　　助金支援基準等資料
　　　④クラブへの覚書
　　　⑤2012-13年度ロータリー財団新地区補助金提案
　　　　書兼申請書
　　　⑥未来の夢計画グローバル補助金提案書と申請
　　　　書チェックリスト
・ロータリー・タイ災害救援・復興基金設置の件
　ロータリー｢アフリカの角｣飢餓、難民救済基金設置の件

■国際ロータリー日本事務局：
　12月のロータリーレート　1ドル＝78円

■東村山消防少年団：
　防火安全祈願餅つき大会について
　2011年12月4日(日)　10:00～
　於　東村山消防署裏庭

■東村山国際友好協会：
　救命講習会開催のお知らせ
　2012年1月22日(日)　9:00～
　於　東村山市消防署本庁舎
　参加費　2600円　　※動きやすい服装で

■東村山市青少対：
　｢東村山版中学生クイズ大会｣お礼状の受理

■例会変更：
　東京小平ＲＣ　12月28日(水)→休会

■回覧：
　武蔵野女子学院ニュースレター
　バギオ基金2010年度事業報告書

■奨学金贈呈：
　朴　動浩 様



東京東村山ロータリークラブ

■田中社会奉仕委員長

　　　　　　の皆様に参加頂きありがとうございます｡
◆荻野会員：島田良親さん入会ありがとう。
◆野澤会員：島田さん入会承認おめでとうございま
　　　　　　す。楽しいロータリーライフ、特にゴ
　　　　　　ルフ大いにやりましょう。
◆中丸会員：地区ゴルフ大会、ＦＲＣ合同空堀川清
　　　　　　掃と行事が連続しましたが、皆様のご
　　　　　　協力ありがとうございました。私もそ
　　　　　　れぞれ頑張りました。
◆小町会長、野村幹事：
　　　　　　島田さん入会おめでとうございます。
　　　　　　ロータリーライフを楽しんで下さい。
　　　　　　また今日は年次総会です。よろしくお
　　　　　　願いいたします。
◆相羽会員：島田さん、ご入会おめでとうございま
　　　　　　す。楽しいロータリーライフを過ごし
　　　　　　て下さい。
◆野村会員：写真ありがとうございました。よき親
　　　　　　睦の空堀川清掃でした。
◆山本会員：島田良親様入会おめでとうございます｡
　　　　　　今日からは同志です。よろしくお願い
　　　　　　します。
◆田中会員、選手一同：
　　　　　　先日行われました、地区決勝ゴルフ大
　　　　　　会選手の皆様お疲れ様でした。結果は
　　　　　　優勝をのがし残念でしたが来年こそ頑
　　　　　　張りましょう。

皆さん、こんにちは。今日また発表した後で回覧を回
しますが、クリスマス家族親睦例会のご案内ですので、
本日赤木クラブ管理委員長の代わりに私の方でもう一
度アピールしてくれという風に言われましたので、発
表させて頂きます。12月17日(土)午後5：00からでご
ざいます。場所は久米川ボウルということで、会費は
会員が10,000円、令夫人8,000円、ご家族(高校生以上)6,000
円、(中学生以下)4,000円ということでございます。
ボーリングを2ゲームしまして、その後は楽しい懇親
会とクリスマスパーティーにしたいということで、賞
品も多数ありますので、頑張って下さいと赤木会員か
ら承っております。これから回覧を回しますので、ど
うぞ皆様ふるってご参加のほど宜しくお願い致します。

■委員長報告

■赤木クラブ管理委員長
　代理：中丸クラブ奉仕
　　　　委員長

皆さん、こんにちは。先月ですか、非常にセンスのい
いお花が自宅に着いて、クラブから頂戴したのですけ
れども、これは東村山ロータリークラブという名称で
した。確かこのクラブの正式な名称は東京東村山ロー
タリークラブではないかなと私はつくづく思ってちょ
っと感化しているところでございます。それと、前回
会長がおっしゃいました東京消防庁から感謝状を受賞
致しました。それを少し補足させて頂きますと、当ク
ラブが消防少年団に対しまして長年の貢献をしている
と、それに対しての評価だと聞いて参りました。ちな
みに、消防少年団は、先月、東京都知事から表彰を受
けたそうでございます。それでは、今月のロータリー
の友がお手許にございますと思いますが、今月はご存
知の通り、家族月間でございます。家族月間は、写真
集が載っておりまして、この家族の絆という大変微笑
ましい記事が、記事というより写真が載っております。
9ページの中に、31歳の差を乗り越えてゴールインと
あります。これはちょっとブームになっているようで
ございますけれども、これは岡部ロータリークラブ、
多分埼玉県の岡部だと思います。その写真も載ってお
ります。それと、横ページの同論異論というところで
ございます。33ページ、これは我がクラブの野澤秀夫
会員が、会員一人が地道に入会者を探すべきこの記事
が載っております。私が読むよりは、皆さんで個々に
読んで頂いた方が大変有意義だと思います。近くでは
東京武蔵村山ロータリークラブの比留間孝司さんが、
震災に対しての意見を31ページに掲載されております。
それと、大変面白いというか参考になるのではないか
という記事が2つございます。縦版の27ページでござ
います。これはよく私も昔はメークアップに行ったと
ころでございますが、所沢中央ロータリークラブの奥
様奉仕移動例会、こういった企画も参考になるのでは
ないかと思いますので、読んで頂きたいと思います。
それと、長生きの秘訣ということで、縦版の20ページ
でございます。私も良く行くロータリークラブですが、
入間ロータリーと統一会議でございまして、杉山定太
郎さんという方で、よくゴルフ場でお会いします。4
日前にもお会いしたのですが、100歳、この長生きの
秘訣が書いてございます。ゴルフによくいらっしゃっ
ているので、今年もその時にお話しをしたら、今年も
エージシュートを27～28回やっているのだよと言って
おりました。こんな長生きの秘訣、我々もよく参考に
されるとよろしいのではないかとお勧め致します。本
日もロータリーの友12月号、ぜひともご購読頂ければ
幸いでございます。

■町田会員研修委員長

本日のニコニコ合計：   53,000円
　　累　　　計　　：  545,700円
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■年次総会

■司会：野村幹事

■議長：小町会長

■目時指名委員長

　次々年度会長予定者
　野村高章現幹事
　→承認･決定(全員賛成)

■野村高章次々年度
　会長予定者あいさつ

■中丸次年度会長挨拶
　及び5大奉仕委員長
　並びに理事の発表

こんにちは。先日行われました、空堀川清掃活動は晴
天に恵まれ、大成功に終わることができました。小町
会長さんの熱い思いが天に通じたものと思います。会
員の皆様のご協力、改めて感謝申し上げます。当日の
出席は、消防少年団35名、交通少年団25名、7中の生
徒さん18名、青葉町・恩多町のサポート隊10名、ロー
タリアン62名、総勢約140名と皆さんにご協力頂きま
した。両少年団の皆様、登り場の先頭に集まる姿が戦
国時代の武田軍団とかぶり、感動致しました。空堀川
を清掃しながら、心の清掃ができました。先人のロー
タリーの皆様の偉大さ、伝統に改めて感謝させて頂き
ました。東京東村山ロータリークラブ大万歳です。座
ったままで結構ですので、万歳を三唱したいと思いま
す。東京東村山ロータリークラブ万歳。万歳。万歳。
ありがとうございました。

改めまして、皆さん今日は。この日が来る事を去年か
ら予測しておりました。
去年、中丸さんが難産の末にということで選ばれた時
から、今日ここに立たなきゃいけないのだろうなとい
うのは感じておりました。
ここ数年の間に、幹事の経験をされた方３名が立て続
けに会長指名を外れたという事がございまして、外部
から会長職をこなせるような技量のある人、今回で言
うと小町会長のような方が外から入って来ない限りは、
恐らくは幹事が終わったならば、翌年には会長職の勉
強をしなければならなくて、そしてその翌年には会長
にならなければならないという図式が頭の中にずっと
ありましたので、心の準備は出来ているというような
状況でございます。
でもやはり受けるからには、それなりの自分の心構え
というものが必要になってくると思いますので、これ
から２年間かけて自分らしく考えてみたいなと思って
おります。
また、ロータリアンである限りは年数を重ね、会の重
責を担っていく事は当然のことであると私は考えてお
りましたので、また大変貴重な経験をさせて頂く事に
なると思いますし、名誉でもある職だと考えておりま
すので、伝統ある東京東村山ロータリークラブの47代
の会長の名に恥じないように、先程目時さんがおっし
ゃっていましたけれども、会長在任の一年間の間に何
が出来るのかなというのを自分で何とか模索して行き
たいなという風に考えております。それを柱にして真
摯に取り組んでいけたらありがたいなと思います。
その次第には皆様のご協力とご指導ご鞭撻の程、宜し
くお願いしたいと思います。
私の中でクラブを共にしていくであろう幹事の事なの
ですが、幹事役として石山会員に快く受けて頂きまし
たので、ここでお知らせします。

■承認事項：
　次次年度会長の件、次年度理事の承認を得ます。
　異議なければ拍手にてご承認お願いします。満場一
　致の承認を頂きました。

職業奉仕委員長　　　　山本智治会員
社会奉仕委員長　　　　漆原次男会員
国際奉仕委員長　　　　當麻　誠会員
クラブ奉仕委員長　　　野村高章会員
新世代奉仕委員長　　  飯田能士会員

只今より、東京東村山ロータリークラブの2011～2012
年度年次総会をクラブ細則第4条第2節にのっとり、開
催いたします。
(年次総会は、毎年12月第1木曜日に開催)
また、同細則第3節により、会員総数の3分の1をもっ
て、本クラブの定足数となります。本日までの会員総
数33名、本日の出席会員22名ですので、本年次総会は
適法に成立いたしました。慣例により、当会会長が議
長となりますので、宜しくお願い致します。
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■クラブ協議会(上半期を振り返って)

■小町会長

3月11日の東日本大震災と原発でロータリー活動も大
きな変更を余儀なくされＦＲＣ、親睦旅行、交換留
学生の帰国と山本直前会長に置かれましては大変な
苦労があったと思います。まだ復興もままならぬ中、
7月7日七夕に初例会で45年度がスタートしました。
八坂神社本殿前にて全員で一年の祈願をさせていた
だきました。フットワークの良い野村幹事が心強い
です。
水野ガバナーはビジョン｢簡素にして充実｣で楽しい
例会、ユニークな活動を掲げ、栗原ガバナー補佐の
分区ビジョン｢エンジョイロータリー｣で楽しいクラ
ブ運営をしましょう。我がクラブのテーマとして日
本をもう一度見直して見たい。長い歴史の中で自然
の偉大さを認め、知恵と技術向上そして絆を重んじ
る真摯な態度がこの国を築きあげたと思います。
その思いで｢和の心　自然に学びて未来を創ろう｣を
掲げさせて頂きました。
7月には栗原ガバナー補佐に卓話をお願いし熱き人生
を語って頂き、楽しくなくては意味がないとエンジ
ョイロータリーを強調されました。
8月、会員増強月間にはグループ毎に知人、友人のリ
ストアップをし、委員会メンバーの努力の甲斐あっ
て荻野会員、本日は島田様が入会されました。
本年度目標5名の入会にチャレンジしていきます。家
族親睦移動例会では会員、家族40名の参加で東京湾
クルージング夏の夜を楽しませていただきました。
9月、新世代のための月間で元ロータアクトの栗原芳
男様に卓話をお願いし分区代理、2580地区代表を務
め、イギリスでの世界大会も参加され海外への留学、
交換留学生について話され若者に是非チャレンジを
と言ってました。そしてガバナー公式訪問です。五
大奉仕委員長に活動計画を語って頂き、講評の中で
世界に奉仕団体はたくさんあるが、職業奉仕を唱っ
ているのはロータリーだけです。クラブ運営が第一
ですがロータリーの原点は職業奉仕であります。職
業宣言あり、四つのテストあり、12章ありと良いテ
キストがあるので自己研鑚が大事です。
10月、職業奉仕・米山月間です。米山奨学生の朴動
浩君が東京大学の建築を専攻され、人間はどのよう
な行動でどう喜ぶのかを研究テーマとし、それにふ
さわしい環境を、私にもっと期待してくださいと、
目標はアジア的な価値観、東洋の価値観からの街づ
くりをしたいとの事です。ＩＭには｢ロータリーを楽
しくするには｣のテーマで各クラブ代表の発表があり
ました。大人の品格をもって行動することの大切さ
がわかりました。
11月、Ｒ財団月間で橋本恵治地区補助金委員より昨
年に続き卓話をお願いしました。寄付金の使われ方
をわかりやすく説明を受けました。
そして11月23日には地域環境を考えるテーマでＦＲ

■野村幹事

再度登場です。アッという間の半年間でした。夢中
になってやっていたらもうこの時期でした。会長や
事務局に事あるごとに連絡をもらい、｢あれどうなっ
てますかね～｣と言う問いにしどろもどろになったり、
｢この件は如何いたしますか？｣と言う声にハッとし
て、脳みそのモードを切り替えあたふたと動き出す
始末で、決して褒められる内容ではありません。7月
中に多摩分区の各クラブの表敬訪問をこなし、各ク
ラブの現状を目の当たりにし、皆さんそれぞれクラ
ブ事情を抱えて頑張っているのが印象的でした。
福生RCへの表敬訪問は、同様に夜間例会でしたが、
2750地区の新藤パストガバナーの卓話でこれからの
特に国内のクラブ人員は、30名程度になるという貴
重なお話を聞く事が出来、当クラブの現状と良く似
ていると感じつつも、会員増強が大事なんだとつく
づく感じました。東日本大震災以降各クラブでは、
独自の活動をしていて物凄いエネルギーを感じました。
8月の家族親睦移動例会では、昔懐かしい竹芝桟橋か
らのクルージングと食事でした。息子2人とデッキに
出で自粛気味のイルミネーションを眺め感慨にふけ
った一夜でした。クラブ概況及び事業計画の編集と
印刷に追われ、ガバナー公式訪問に間に合うのか心
配でした。反省点として、前年実績を概況の中に組
み込まずに、後日付け足してもらう事はどうなのか
検討の余地ありと判断しました。10月のＩＭでは、
石山会員の報告に大爆笑し、その後の親睦会では多
くの会員から握手を求められ忙しそうでした。内容
的にはかなり過激なものでしたが、持ち前のキャラ
クターで打ち消してしまったと思います。11月は記
憶に新しい空堀川の清掃作業です。田中委員長は、
人が沢山集まって楽しい・楽しいと言っていましたが、
私の気持ちはドキドキものでした。百人以上の参加
者をどうやってコントロールするのか私には未知の
世界でした。でも案ずるより産むが易しとはまさに
この事であると痛感したしだいです。大成功だと確
信しています。後残り半年ですが45周年事業が残っ
ています。沖縄の宜野湾ＲＣの方々が大挙してやっ
てきそうです。飲み過ぎに注意しましょう!!

Ｃ空堀川清掃を実施しました。青少年の応援も頂き
140名の参加で気持ちの良い活動になりました。
ここまで各委員長さんをはじめ各会員の協力ありが
とうございました。会員卓話も好評で含蓄あるお話
しを聞かせて頂きました。下半期もよろしくお願い
します。

■点鐘：小町会長


