
■例会日／毎週木曜日 12:30～13:30
■例会場／八坂神社 社務所

〒189-0013 東京都東村山市栄町3-35-1

■クラブ管理委員会／赤木 盛一
■事務所／〒189-0013
　　　　　東京都東村山市栄町3-5-1ハイツむさしの101
　　　　　TEL 042-393-7500　 FAX 042-395-1166

国際ロータリー第2580地区東京東村山ロータリークラブ

Vol.44
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今年度会長テーマ

第2219回例会 2012.6.21

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

先週6月14、15日は天候に恵まれ、総勢21名で福島親
睦旅行に行ってきました。白河南ＲＣ福山さんには
全工程でお世話になりました。猪苗代ＲＣの例会に
出席させていただき、笠間会長と皆様に歓迎を受け、
楽しい時間を過ごすことができました。風評被害を
乗り越え活動している姿に感動しました。会津若松
城から新甲子温泉｢五蜂荘｣にて山間の温泉に浸かり、
楽しく懇親も深めてきました。

①6月12日｢社会を明るくする運動｣の委員会に出席し
　ました。21団体で構成されており、非行防止の活
　動展開をしています。様々な活動のチラシを回覧
　します。
②東京都薬物乱用防止推進地区協議会役員会が来る6
　月28日に開催されます。
　これまで野崎会員にお願いしてましたが、今後は
　新世代奉仕委員長が委員として出席する事になり
　ました。よろしくお願いします。

今週、次週は一年を省みてのクラブ協議会です。次
年度に良い形でバトンタッチするためにも、プログ
ラムと活動について皆さんと意見交換したいのでよ
ろしくお願いします。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣

◆ソングリーダー：
　荻野会員

■お客様紹介：
　目時パストガバナー補佐

◆ゲスト：栗原多摩分区ガバナー補佐
　　　　　藤野多摩分区幹事
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

33 24 0 6 80.65

■出席報告 野村(裕)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：84.38％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ
　嶋田会員：ＦＲＣゴルフ
　島田会員：ＦＲＣゴルフ
　田中会員：理事会
　山本会員：理事会

■唱和

第12章　｢売手よし｣｢買手よし｣｢世間よし｣の｢三
　　　　方よし｣は日本の職業奉仕だ

■幹事報告 野村幹事

■ガバナー事務所：
・｢ロータリー世界平和フォーラム広島｣協力金のお
　願いについて
　2013年5月17日(金)～18日(土)
　於　広島国際会議場及びＡＮＡクラウンプラザ広島
　一人あたり300円の協力金依頼
・バンコク国際大会参加登録者数集計結果について
　日本：3654名登録(3番目)
　上位5ヶ国①インド 　 ②タイ 　③日本
　　　　　 ④アメリカ　⑤台湾

■米山奨学会：
・2012-13年度米山奨学生選考及び新旧米山奨学委員
　会懇親会
　2012年7月5日(木) 18:00～
　於　美々卯
・(2012.6.6)会長エレクト・クラブ米山次期委員長
　セミナー資料の受理

■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
　について
　2012年7月25日(水)　14:30～登録　15:00～セミナー
　於　如水会館
　※12-13年度Ｒ財団委員長他2名計3名出席

■ＲＩ日本事務局：
・ＲＩ日本事務局に小林宏明氏就任(5/28付)
・7月のロータリーレート　1ドル＝80円

■ローターアクト委員会：
　ローターアクト活動報告(気仙沼市における仕事創
　出プロジェクト)の受理

■クラブ奉仕委員会：
　｢卓話者リスト｣アンケート結果の報告の受理

■東京秋川ＲＣ：
　2012-13年度多摩分区親睦ゴルフ大会の案内について
　2012年7月23日(月)
　於　武蔵カントリークラブ(地区決勝11/20(火))

■東京青梅ＲＣ：
　2011-12年度会長会開催の案内
　2012年6月30日(土)　18:00～　於　五色

■猪苗代ロータリークラブ：
　メイクアップの礼状の受理

■東京薬物乱用防止推進東村山地区協議会：
　平成24年度第1回理事役員会の開催について
　平成24年6月28日(水)　14:00～
　於　東村山市いきいきプラザ

■東村山市商工会：
　会長交代
　新会長　新　義反 氏(5/22付)
　副会長　増田敏喜 氏
　副会長　細渕太郎 氏

■国際友好協会：
　平成24年度賛助会費のお願いとインデペンデンス
　市学生訪問団歓迎パーティーの案内の受理
　2012年7月16日(月)　15:00～
　於　市民センター

■クラブ名変更：
　東京中野ロータリークラブ→
 【改】東京セントラルパークロータリークラブ

■回覧：
　ハイライトよねやま
　東京小平ＲＣ週報
　武蔵野女子学院ニュースレター
　心の東京革命推進協議会資料
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島田例会運営委員■ニコニコＢＯＸ

◆嶋田会員：皆様のおかげでＪＡ東京みらい東村山
　　　　　　西支店が6月26日に開店します。
◆戸澤会員：栗原さん、藤野さん、一年間お疲れ様
　　　　　　でした。私事ですが会社設立30年にな
　　　　　　り息子と社長交代しました。
◆中丸会員：先日のＦＲＣゴルフ、優勝させて頂き
　　　　　　ました。ニコニコ目標額に少しでも近
　　　　　　づくよう大ニコを入れさせて頂きました｡
◆栗原様、藤野様：
　　　　　　一年間大変お世話になりました。
◆小町会長：福島への親睦旅行は楽しい2日間となり､
　　　　　　福山様には大変お世話になりました。
　　　　　　栗原ガバナー補佐、藤野分区幹事、1年
　　　　　　間お世話になりました。
◆野澤会員：過日のホールインワン祝賀会では、あ
　　　　　　りがとうございました。今度は皆さん
　　　　　　の番です。期待しています。
◆樺澤会員：ガバナー補佐、分区幹事、一年間あり

　　　　　　がとうございました。タイでは大変お
　　　　　　世話になりました。移動例会も途中で
　　　　　　失礼致しました。
◆赤木会員：親睦旅行にご参加いただきありがとう
　　　　　　ございました。野村幹事の何から何ま
　　　　　　でありがとうございました。山宮さん
　　　　　　差入れありがとうございました。
◆山本会員：栗原ガバナー補佐、藤野分区幹事、一
　　　　　　年間ありがとうございました。お疲れ
　　　　　　様でした。
◆田中会員：ロータリーライフをエンジョイさせて
　　　　　　頂いています。ＦＲＣゴルフ、大勢の
　　　　　　皆様に参加頂きありがとうございました｡
◆目時会員：栗原ガバナー補佐、藤野分区幹事、一
　　　　　　年間ご苦労様でした。
◆戸澤会員：親睦旅行ありがとうございました。
◆野村幹事：親睦旅行ありがとうございました。
◆石山会員、村越会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。
◆野村会員：ゴルフのたしなみのない私までホール
　　　　　　インワン賞を頂きありがとうございます｡
　　　　　　また頂けるように野澤さん多いに狙っ
　　　　　　て下さい。

■皆出席：
　中丸会員(11回目)

■皆出席：
　田中会員(5回目)

■皆出席：
　小町会長(3回目)

■令夫人誕生祝月：
　田中会員

■ゲスト挨拶

■栗原多摩分区
　ガバナー補佐

■藤野多摩分区幹事

本日のニコニコ合計：   85,000円
　　累　　　計　　：1,251,322円

■委員長報告

■村越会員増強副委員長

　皆さん、こんにちは。会員増強もあと1回で1年が
終わるわけでございますが、気が付いたことを最後
にご報告させて頂きたいと思います。先日、市長を
励ます会で、一昨日ですか、東村山で会合がありま
して、その時、前から久米川小学校の体育館の改築
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◆野村幹事
　これは小町会長たってのお願いでございまして、
今までのように原稿を読んでいるだけで1年を振り返
っても面白くないということで、会長が考えていた
ようなことを、どこからどこまで皆さんで進行でき
たのかという様な話を、パネラーを会長に致しまして、
皆さんで問答しましょう。そして、意見があれば皆
様の方から意見を頂く、というような形でこれから
30分進めたいと思いますので、宜しくお願い致します。

◆小町会長
　それではクラブ協議会を始めさせて頂きますが、
クラブ協議会という形は、皆さんのプログラムと活
動を皆さんでお話ししましょうという会でございま
すので、今回1年間を振り返ってということで、私が
コーディネーターをさせて頂きます。五大委員長さ
んに、1年間どういう活動をしてきて、その感想をお
聞きしたいと思っているわけでございます。という
ことで、皆さん原稿を持っていないと思いますので、
いきなり振りますが、そういう形も良いかなと思い
ます。私も緊張していますけれども、委員長さんも
だいぶ緊張しているのではないかと思います。それ
では、宜しくお願いします。
　まず、7月にスタートするにあたって、私の方から
会長のテーマと活動方針を五つ挙げさせて頂きました。
会長テーマとしましては、｢和の心　自然に学びて未

■司会：野村幹事

■コーディネーター：
　小町会長

■當麻職業奉仕委員長

■中丸クラブ奉仕委員長

■戸澤国際奉仕委員長 ■村田新世代奉仕委員長

■田中社会奉仕委員長

■クラブ協議会工事をやっていました、興建社の支社長の方を私は
一所懸命狙っていたのですよ。それで、ロータリー
への入会を勧めたところ、｢トムスポーツの當麻さん
から話がありました。武蔵幼稚園の野澤さんからも
話がありました。でもまだ本店からの許可が下りて
いないからダメです。｣という話で、皆同じ人を狙っ
ているのだなと思いました。
　それから、2つ目、これは大事なお話なのですが、
先日、猪苗代のロータリークラブにメークアップに
行かせて頂きました。最後に私が残りまして、女性
会員が2人いらっしゃったものですから、お話をしま
した。入って何年目になりますか、何の役をやって
いますか、年会費はいくらですか、入会に際して何
か特典はありましたか、と聞いたのです。それと職
業を聞きたいと思っていたのですが、バスの時間に
なってしまい、帰ってきてしまいましたが、その女
性会員2人は5年くらいだと言っていました。1人の方
は来年会長になると言っていました。今、女性会員
は2人だそうです。年会費は18万円、特典は女性であ
っても何もなかったという話でした。そこで感じた
ことは、1年会員増強をやりまして、やはり女性を集
めることが大事だなと思いました。それで、5年も6
年もいる人ではなくて、1年か2年、入ったばかりの
人、それからあまり役職をやっていない人、そうい
う新しい人達にぜひ来て頂いて、卓話をして頂いて、
どういう機会で入ったとか、居心地はどうだとか、
女性会員を増やすにはどうしたら良いのかというよ
うな話を聞いたり、聞かせてもらったりすれば良い
のではないかと思いました。この次のプログラム委
員の皆様、ぜひお考え頂いて、あまり遠くなくてこ
の多摩で、ぜひ卓話に来て頂くように考えて頂けれ
ばと思いました。以上です。

■田中ゴルフ部長

　こんにちは。栗原ガバナー補佐様、藤野幹事様、
1年間大変お世話になりました。ありがとうございま
した。ＦＲＣゴルフ親睦会、大勢の皆様に参加頂き、
ありがとうございました。楽しい大会が開催できた
のではないかと思います。予算が余りましたので、
額付きの写真を用意しました。回覧致しますので、
後で見て下さい。もし宜しければ、次回ニコニコを
お願いしたいと思います。
　いよいよ7月23日月曜日ですけれども、分区の大会
です。分区の大会はグロスが勝負です。技で勝て！
心で勝て！グロスで勝て！予選も1位通過、今年こそ
地区優勝を目指して頑張りたいと思いますので、大
勢の皆様の参加をお願いしたいと思います。以上です。
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来を創ろう｣ということでございます。和の心という
のは、｢皆で輪を持とうよと｣いうことと、｢日本人で
あるので日本の良さをもう少し確認しようよ｣という
2つの意味があると思うのですが、｢自然に学びて未
来を創ろう｣というのは、東日本大震災を見て、これ
から日本をどうやっていこうかということを皆さん
に考えて頂きたいということで、テーマを挙げさせ
て頂きました。それで、7月7日から例会がスタート
致しまして、来週で45回になると思うのですが、色々
な活動をさせて頂きました。その中で、この五大奉
仕委員長さんに、本年1年間いかがでしたかという事
で投げさせて頂きますので、お話を宜しくお願い致
します。　　
　それでは、まず中丸クラブ奉仕委員長、宜しくお
願い致します。クラブ奉仕委員長は第一の部門でご
ざいまして、例会運営、親睦プログラム、会員増強、
会員研修を総括しているわけですので、委員長より
1年間を通してどうであったかを述べて頂ければあり
がたいと思います。

◆中丸クラブ奉仕委員長
　皆さん、こんにちは。今日はこのようなディスカ
ッションという事で、予備知識も何もありません。
ここにいるのは、まな板の上に乗っかった鯉のよう
な感じですけれども、会長さんからお話がありまし
たが、私自身がクラブ奉仕委員長として何をやったか、
どう感じたかということを申し上げます。まず、何
もやらなかったのではないか、そんな気がしてなり
ません。会員の減少もありまして、何となくクラブ
が沈滞気味かなという所で、委員長として私がもう
少し何か出来なかったかなという反省の念ばかりで
ございます。ただ、例えば例会にしたら石山委員長
さん、忙しい中でも本当に一生懸命やってくれまし
たクラブ管理委員の赤木さん、その他諸々の皆様方の、
本当に優秀なスタッフに救われた1年間であったよう
な気が致します。私の実感はそういう所でございます。
それから、特に今年、次年度私は会長になるわけで
すが、小町会長をじっとよく観察させて頂きました。
非常に実行力がありまして、思慮が深いなと思いま
した。小町会長さんのような会長にはなれないと思
いますけれど、頑張るしかないのかなという気がし
ています。私の感想は、小町会長の趣旨から逸脱し
てしまっているかもしれませんが、そんな印象を1年
間持たせて頂きました。以上でございます。
それから、45周年の感想ですが、45周年は｢質素にし
て充実｣と会長さんがおっしゃられていましたが、よ
そのクラブから見ると、せっかくの45周年であるの
に、場所もホテルではございませんでした。質素に
サンパルネという市の施設を使ってやりましたけれど、
ただ中身については、私は良かったと思っております。
私は、記念史の編集をしまして、連休中ずっとテー
プを何度も何度も聞きました。テープを1回聞くと、
だいたい2時間ぐらいでした。パネルディスカッショ
ンは一番まとめるのが大変でしたが、あの中でイン
ドに行った荒井君がとても良いことを言っているな
と思いました。｢常識に捉われない大人になりたい。
常識をまず疑ってかかりたい。僕はずっとそれを考
えながらこれから生きたい。｣という話をされていた
のが非常に印象に残っておりまして、あのパネルデ
ィスカッションは成功だったなと、概ね45周年は成
功だったと私自身は思っております。

◆小町会長
　ありがとうございます。皆さんもご意見があれば
頂きたいのですが、引き続きまして、第二部門であ
ります職業奉仕委員長の當麻さん。9月の職場見学の
後に職業奉仕について卓話頂きましたけれども、そ
の辺を踏まえて1年間振り返って頂ければありがたい
と思います。

◆當麻職業奉仕委員長
　改めまして、こんにちは。今年事業計画で職場見
学と卓話という形を挙げさせて頂きました。卓話と
いうよりは、地区の方でテーマとして頂いた、毎月
第一例会に幹事を中心に唱和して頂いている職業奉
仕の12条というものを皆で唱和して、これが職業奉
仕だよと、これも職業奉仕だよという形でやらせて
頂きました。そして今年、職場見学の方は、水野ガ
バナーの会社の方にバスで行かせて頂きまして、ミ
ズノの基本的な理念と職業奉仕の部分、ミズノの考
え方、色々な形で見学させて頂いて、帰りに皆で久
米川に戻りまして、懇親会を開きました。和気あい
あいの職場見学であったと思います。そして、先週、
樺澤さんに協力して頂きまして、｢日米特許にみる歴
史と職業奉仕について｣ということで卓話をさせて頂
きました。これも職業奉仕とは何かという事で締め
くくりたかったので、最後にそういう風にさせて頂
きました。そして皆さんに、職業奉仕とは何ですか
という考えの一端、これはパストガバナーの方が編
集したものに私が少し手を加えたものを、皆さんに
コピーをして渡しました。まず出始めが職業奉仕と
は何ですか、簡単に言うと、あなたの職業を通じて
他人を助けることです、これから始まりまして、う
んぬんでありますが、人の感じること、職業奉仕に
ついてということを語らせて頂きました。それと、
一つ年間を通して感じたのは、やはり炉辺の方を上
期に1回、下期に1回ぐらい開いて、勉強会と言いま
すか、課程集会と言いますか、そういう形の中で職
業奉仕という事ではなくて、ロータリーについても
う少し皆さんと話をしたかったです。杯を酌み交わ
しながらでも結構ですので、どなたかリーダーにな
って頂いてやりたかったなというのが一つ心残りで
ございました。以上です。

◆小町会長
　ありがとうございました。引き続き、社会奉仕委
員長の田中委員長さん、宜しくお願い致します。11
月の産業祭と同じく11月のＦＲＣがありましたけれ
ども、頑張って頂きました。その辺も踏まえて、お
話して頂きたいと思います。

◆田中社会奉仕委員長
　どうも1年間お世話になりました。自分が社会奉仕
委員長ということで、小町会長さんからお話を頂い
た時に、自分でいいのかなと全然受けたくなかった
のです。しかし、産業祭と空堀川、小町会長さんの
指示通り動いて、何度も何度も打ち合わせをしてや
らせて頂き、やらせて頂いて良かったなと思ってい
ます。産業祭は、玉ねぎをたくさん売り上げました。
売る物がないくらい売り上げて、杦山パスト会長さ
んに、｢これからゴボウを取りに行きますから。｣な
んて電話をしたのですが、｢そこまでやらなくても良
いよ。｣と言われました。産業祭で思い出が2つある
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のですが、1つは交通少年団・消防少年団が募金をや
っていたのですが、自分は募金箱を持って声を出す
ことが出来なかったのですね。｢募金お願いします。｣
それだけの事なのになかなか言えなくて。その中で、
町田パスト会長さんが、一生懸命、旗や募金箱を持
って声を掛けて頂いている姿を見て、素晴らしい先
輩が東村山にはいらっしゃるなと感動したのですね。
もう1つは、80歳くらいの腰の曲がったお婆さんが、
交通少年団の募金箱に募金をされていたのですね。
腰を曲げながら。それを見て感動したので、お婆さ
んに玉ねぎを渡しました。すると、お金を払おうと
したので、｢お金はいいです、お婆さんの姿に感動し
たので。長生きして下さい、元気でいて下さいね。｣
と玉ねぎを渡しました。そういった光景に恵まれた
のもこの役職を頂いたおかげなのかなと思いました。
空堀川でも、伝統の重みを感じ、天気や日にちの設
定も心配でしたが、何人来てくれるか、成功するか
どうか、他のロータリーの皆さんに来て頂けるか、
と随分心配していました。しかし、武蔵村山さんが
バスで来て頂いて、バスを見た時に感動致しました。
清瀬の方も、一緒に空堀川を清掃したのですが、自
分はいなくてはいけなかったのでしょうが、体育会
系なのでずっと下から掃除していたのですが、清瀬
の方が東村山の空堀川は汚いねなんて言いながらも、
ゴミが山のように集まって、一生懸命その汚れてい
る姿を見て、ロータリーの活動というものに改めて
感動致しました。交通少年団・消防少年団の方が100
名以上、のぼりを持って会場に駆け付けている姿を
見たら、改めてロータリーに入って良かったなと、
東村山のロータリーは素晴らしいなと思いました。
1年間何をやったか、上手く出来たのか分りませんけ
れども、この経験を生かして、普段が大事だと、普
段から先輩を見習って地域で活動し、地域の皆様と
一緒に発展していければ良いかなと思います。本当
に皆様に色々と応援して頂きまして、ありがとうご
ざいました。次年度も何かの役に就くと思いますので、
またそこでも精一杯やりたいと思います。以上です。

◆小町会長
　ありがとうございました。次は、国際奉仕委員長
の戸澤さんからお願いしたのですが、戸澤さんには、
本年度卓話の方も3回ほど出て頂き、バンコク世界大
会も含めて、卓話をして頂きました。その辺のとこ
ろで1年間のご報告をお願い致します。

◆戸澤国際奉仕委員長
　皆さん、こんにちは。国際奉仕委員ということで、
地区の会議に年2回出ております。地区は東村山から
は山本委員が出ておりましたので、地区でやってい
ることは海外との交流とかの話を良く聞くのですが、
東村山は国際奉仕委員長になった時は、まず国際大
会に出ようというのが1番かなと思いました。山本さ
んが良く協力して頂きまして、多摩分区でも東大和・
武蔵村山とうちのクラブで27名、大きな団体となり
ました。多摩分区からはトータルで50数名行ったそ
うでございます。ですので、まず国際奉仕はオンツ
ーバンコクを目標にずっとやってきました。次年度
の話をしても良いでしょうか。次年度、私はオンツ
ーリスボンの地区の委員長という事なので、皆さん
ぜひ協力して頂いて行きたいので、宜しくお願い致
します。以上です。

◆小町会長
　ありがとうございました。それでは、五代奉仕の
村田新世代委員長の方から活動のご報告をお願い致
します。

◆村田新世代奉仕委員長
　改めまして、こんにちは。本年度は、本来は四代
奉仕であったものが五代奉仕になり、それが新世代
奉仕ということで、まず何をやれば良いのかという
実感がありました。少し勉強させて頂き、会長の方
針で、地域社会の若者にエールを送るという方針が
ありましたので、その中から取り上げてみたところ、
市内の方でクイズ大会をやるという事がありました。
市の方に出向きまして、教育長その他のメンバーの
方に色々と提案して頂いて、ロータリークラブから
少し協賛できたら良いかなということで、本年度は
そちらの方に参加させて頂きました。まず、東村山
のクイズ大会というのは、3人1組でやるのですが、
70チームほど、200人程集まりました。その中でも東
村山にまつわるような問題が出たりして、若者達も
市のことが良く分って、良い勉強になるのではない
かというクイズがたくさんありました。東村山ロー
タリークラブの横断幕も結構大きく掲げられていて、
良い宣伝にもなり、素晴らしい活動かなと思いました。
また、次の人達にバトンが渡されるようにやれば良
いかなという事で実感しております。以上です。

◆小町会長
　ありがとうございました。何人か手を挙げて頂か
ない場合には、ご指名したいのですが、本年度この
プログラムと活動をやっていまして、こういう感じ
で他の委員長さんの方からも感想があればと思いま
すので、お聞かせ頂ければと思います。その前に、
今ちょっと集計してみますと、出席率なのですが、
前年度の山本会長の時には1年間通して91.82％とい
数字が出ていました。今年はちょっとキツイかなと
思っていたのですが、5月現在で90.01％でございま
す。あと1ヶ月ぜひ皆さんに協力して頂きまして、90％
を割らないようにご協力願えればと思っております。
90％を超えているということで、非常にありがたい
なと思っております。それでは、大変苦労して頂き
ました、プログラム委員長の目時さん、ご意見がご
ざいましたらお願い致します。

◆目時プログラム委員長
　会長、幹事、それから五大奉仕委員長の皆さん、1
年間どうも御苦労様でした。率直に言わせて頂きま
すと、33名のスタートで、私はロータリー25年なの
ですが、うちのクラブで最初に、今まで経験したこ
とのないというか、当時スタートした時とは違うク
ラブにいるのではないかという感じが致しました。1
番多い時で70～80名おりましたので。でも、小町会
長それから野村幹事を始め、皆さんなんとかマンネ
リを招かないよう、色々なことを考えて、少人数で
もやれば出来るのではないかと率直に感心しており
ます。ただ、ロータリークラブというのは、やはり
仲間が1人でも多いと全然環境が違いますので、やは
りうちのクラブも歴史がありますので、40周年、50
周年を目指して、若い方はそれを目指してぜひ頑張
って頂きたい。私は健康な限りずっと仰せつかった
ことは何でもやらせて頂きます。本当に1年間御苦労
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■点鐘：小町会長

様でした。

◆小町会長
　目時プログラム委員長、ありがとうございました。
どなたかご質問ございますか。それでは、ご指名さ
せて頂きます。次回45周年の委員長さんの話が出る
と思うのですが、野澤さん、何かあればお願い致し
ます。

◆野澤45周年記念行事実行委員長
　45周年の方は次回お話させて頂きますが、今年度、
先ほど村越副委員長がお話しました様に、会員増強
を仰せつかりまして、当初は何とか5名増強しような
んて意気込んでいたのですが、2名というふがいない
結果で終わろうとしていまして、大変申し訳なく思
っております。ただ、村越さんもぜひ女性会員をと
いう熱望がありますので、今候補の方が2名おりまし
て、年度をまたぐかもしれませんが、出来るだけこ
の2名を獲得したいと思っております。この間、東大
和のあるメンバーから、｢野澤さん、1回や2回断られ
たからって引き下がってはダメだよ。5回でも10回で
も食らいついていかないと、なかなかロータリーに
は入ってくれないよ。｣とハッパをかけられました。
そんな意気込みでまた継続して次年度の会員増強委
員長に協力して頑張っていきたいと思います。あり
がとうございました。

◆小町会長
　それでは、お時間があるのですが、今日せっかく
お越し頂いておりますので、1年間分区という形で見
て頂きまして、栗原ガバナー補佐様、ご意見があり
ましたら、お願い致します。

◆栗原多摩分区ガバナー補佐
　先ほども申し上げましたけれども、東村山さんは、
大変歴史のあるクラブで、多摩の中でも、リーダー
的なクラブだという風に私はずっと見ておりました。
実は先般45周年があるということで、周年の雑誌を
見させて頂きました。その時に私がびっくりしたのは、
国際大会への参加なのですね。この地区のクラブの
中でこれだけ毎年、それも多い時は20数名という年
があったように記憶しているのですが、今年も他の
クラブに声を掛けて頂いて、27名ほどになったわけ
ですけれども、非常に伝統的なことだな、素晴らし
いことだなと思います。良いことですから、ぜひこ
れからも、来年のオンツーリスボンも、そういう感
じで行ければ良いのかなと思いました。それともう
一つ、これは色々と周年誌を見ていて、地域と結び
つきの濃い社会奉仕活動であるということ、昨年は
ＦＲＣの空堀川や産業祭とか色々とあったようです
けれども、そういう事を私は強く印象に持ちました。
素晴らしいクラブだと思います。ただ、残念ながら、
先ほども出ていましたけれども、増強ですね。会員
がもう少し増えればもっと素晴らしい事業が出来る
のかなということを感じました。以上です。

◆小町会長
　急に振ってしまいまして、申し訳ございません。
それでは、もう時間ですね、もう少し話をしたかっ
たのですが、1年間、五代奉仕委員長始め、全員の委
員長さんにバックアップして頂きました。今年の事

業は何をやったか全部調べてみましたら、相当ハー
ドな事をやっているわけです。たまたま先週、初め
て女房と一緒に市役所に行ったのですが、二日間い
ただけで、鋭い感想を述べたのですね。｢あなたがこ
こまであるのは、いつの時でも皆さんがフォローし
てくれる、そのフォローがあってこそ、今ここにあ
るのですよ。｣と言われました。その通りだと思いま
す。本当に五大奉仕委員長さん、各委員長さんに頑
張って頂きました。また来年も中丸会長の元に、船
出をして頂ければありがたいと思います。今日はち
ょっと時間的に短かったのですが、初めての試みと
いうことで、お許し願えればと思います。ありがと
うございました。

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

33 21 0 7 75.86

■2218回例会出席報告

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：4名
■前々回出席率メークアップ修正後：87.10％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ
　小町会長：東京昭島ＲＣ
　目時会員：米山委員長会議
　荻野会員：東京青梅ＲＣ


