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奉仕を通じて
平和を

和で輪を広げ、前に進もう
■司会：
　田中例会運営委員長

■点鐘：中丸会長

■会長報告 中丸会長

　皆さんこんにちは。
　毎回同じことを申し上げますが、大変暑い日が続い
ております。会員の皆様には熱中症や夏バテに十分ご
留意頂きたいと思います。
　本日は東京武蔵村山ＲＣ波多野様、ようこそおいで
下さいました。ごゆっくりお寛ぎ下さい。そして先日
にお伺いした際は大変御世話になり、また過日の分区
ゴルフでもご一緒させて頂き有難う御座いました。
　さて、今日は8月2日ですが過去どのような日だった
かをお話ししたいと思います。
　まず紀元前47年ローマ帝国の武将でもある政治家シ
ーザー(カエサル)がゼラという町からローマに宛てて
書いた｢来た、見た、勝った｣という戦闘の勝利を伝え
る手紙が有名です。
　1964年にはベトナム戦争の引き金になるトンキン湾
事件が発生しました。1970年銀座・新宿等で初めて歩
行者天国が開始されました。1972年にはパーソナル電
卓カシオミニが発売されました。このあとカシオとシ
ャープによる電卓戦争が繰り広げられます。1979年に
は千葉の鹿野山だったと記憶しておりますが、飼われ
ていたトラが脱走し大騒ぎになった日でもあります。
1990年にはイラク軍がクウェートに侵攻し、翌年1月
からの湾岸戦争に至った日です。
　現在の日本では、青森ねぶた祭りの開催初日で有名
です。私も見物に行った事がありますが、勇壮でスケ
ールの大きなお祭りです。皆様も見られている方が多
いと思いますが、見てない方は一度見る価値のあるお
祭りだと思います。
　それでは昨日開催されました8月の理事会のご報告
をさせて頂きます。

■お客様紹介：
　當麻パスト会長

◆ビジター：
　東京武蔵村山ＲＣ
　波多野 稔 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
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■幹事報告 赤木幹事

■ガバナー事務所：
・"ロータリー希望の風奨学金"について｢ロータリー
　の友8月号｣掲載のお知らせ
　｢友｣8月号Ｐ22～Ｐ27掲載
・2012～13年度地区役員、クラブ会長・幹事名簿の
　訂正の受理
　訂正版をプリントアウトします
・2011～12年度地区会計決算報告書の受理

■ロータリー財団委員会：
・2011～12年度ロータリー財団補助金監査報告の受理
・11月ロータリー財団月間について
　月間における卓話依頼について申込み締切　8/31

■青少年交換委員会：
　2011～12年度地区青少年交換委員会会計決算報告
　の受理

■ロータリー日本財団：
　確定申告寄付金領収証の受理

■ＲＩ事務局：
　ロータリーの会員増強チャレンジについてメール
　便の受理

■多摩分区幹事(東京秋川ＲＣ)：
・多摩分区分担金納入のお願いについて
　＠2,500×31(7/1時点の会員数)=77,500
・ＩＭ案内のあいさつについて
　8/9(木)藤澤副実行委員長・細谷会員2名来訪予定

■新世代奉仕委員会：
　在京・地区新世代奉仕全体会議の案内の受理
　2012年9月4日(火)　15:00～
　於　銀座フェニックスプラザ
　＊委員長欠席の場合→必ず代理人出席を

■回覧：
　武蔵野女子学院 ニュースレター
　所沢中央ＲＣ会報

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

31 24 0 5 82.76

■出席報告 漆原会員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：93.33％
■前々会メークアップ者：飯田会員：京都西ＲＣ

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆波多野様：先日の多摩分区親睦ゴルフ(青梅ＧＣ)
　　　　　　の時は、中丸会長、そしてベスグロの
　　　　　　田中さんに大変ご迷惑なゴルフでした。
　　　　　　その上、昨日は田中様より額縁の写真
　　　　　　を戴き感謝申し上げます。
◆中丸会長、赤木幹事：
　　　　　　武蔵村山ＲＣ波多野さん、ようこそい
　　　　　　らっしゃいました。ごゆっくりお寛ぎ
　　　　　　下さい。本日は戸澤、町田、荻野会員、
　　　　　　卓話よろしくお願いします。
◆細渕名誉会員：
　　　　　　小町直前会長、野村直前幹事、一年間
　　　　　　お疲れ様でした。中丸会長、赤木幹事、
　　　　　　一年間大変でしょうが頑張って下さい。
◆當麻会員：波多野さんようこそいらっしゃいました。
◆田中会員：波多野チャーターメンバー様、ようこ
　　　　　　そ東村山へ。お元気な御尊顔を拝し胸
　　　　　　が熱くなります。先日の分区ゴルフ大
　　　　　　変お世話になりました。いつまでもお
　　　　　　元気でご活躍下さい。

■皆出席：
　山本会員(15回目)

■ご結婚祝月：
　山宮会員

■ご結婚祝月：
　中丸会長、金子会員
　小町会員
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本日のニコニコ合計：   50,000円
　　累　　　計　　：  273,000円

　ロータリーの友8月号の表紙に特集・会員増強及び
拡大月間、一人ひとりが実践しようと掲載されてます。
会員減少が続く中どのような策があるのか、会員増
強成功の秘けつと、こうして会員増強に成功しまし
たと言う事例が全国ＲＣより寄せられています。記
事をご覧ください。我クラブも現在31名です。今日
は増強委員会のメンバーが秘策を披露してくれると
思います。田中ＲＩ会長のメッセージに会員を増や
す鍵は、一人ひとりのロータリアンがロータリアン
になって良かったと納得し、他の人達に情熱を伝え
る事です。そして自分にとって特別な意味のある経験、
｢ロータリー・モメント(心に残るロータリー体験)｣
をＲＩのホームページで開いて頂き、役にたてて頂
きたいと。そして、ロータリー希望の風奨学金に関
して22から27ページに掲載されています。皆様から
の寄付で、3月11日の東日本大震災に際し、ガバナー
会に約10億円の義援金が寄せられ、その後使途に関
し多くの議論がなされましたが、東日本大震災青少
年支援連絡協議会(上野操委員長)を設け、10地区で
｢ロータリー希望の風｣プログラムが立ち上げられま
した。
　被災遺児の大学生、短大生、専門学校生を対象とし、
入学してから卒業までの間、5万円／月を奨学金とし
て給付し、返還を求めないとして、スタートしました。
現在92名、来年は120～130名と予測しています。ロ
ータリアン以外からも新聞記事をみて賛同寄付も寄
せられているようです。何よりも次世代を担う子供
達の救援として生かされる事が出来、良かったと思
います。奨学生申請者の感謝の言葉も寄せられてい
ます。ご一読ください。縦書き2から6ページに原発
事故で｢全村避難｣となった福島県飯館村村長・菅野
典雄様の地区大会で講演された｢お金の世界｣から｢い
のちの世界｣のテーマでこれからの時代を読むという
内容です。是非読んでください。

■小町会員研修副委員長

　3分間スピーチについては以下の要項で8月2日(木)
より実施したいと思いますので、宜しくお願いします。
3分間スピーチの実施要項
　①8月2日(木)より行い、12時57分より卓話までの3
　　分間に実施する。
　②トップバッターは、立候補された隅屋会員にお
　　願いし、次からはメールボックスの順番で相羽
　　会員より随時お願いします。
　③話が始まり2分で1回軽くベルを鳴らします、3分
　　に成りましたら2回ベルを鳴らしますので、速や
　　かに終わらせて下さい。
　④例会の進行状態により、3分間スピーチが出来な
　　い場合は次回に変更の場合もありますので、ご
　　理解とご協力をお願いします。
　⑤週報の編集がスムーズに行きます様に、原稿の
　　提出にご協力下さい。
以上、今年1年間宜しくお願い致します。

■山本職業奉仕委員長

■委員長報告

　先月の7月5日、第一例会日に中丸新会長の会務
報告で土方義一さんが退会されたとの事を知りま
した。
　私は土方さんに時々、身の上話を聞いて戴いて
いる仲なのでびっくりし、淋しくなり、次の朝一
番で電話をしました。土方さんは｢(オレは)隅屋
の次の長老だ。年寄りがロータリークラブに居て
は会の発展がない。オレは今、地域社会の仕事が
忙しいので退会したんだ。｣、｢すみません、では
年寄りの隅屋はどうしたらよろしいんでしょうか。｣
と伺いましたら、少し考えた末、｢お前はロータ
リーを楽しんでいるから、続けてもいいんだ。ま
た電話を待っている。｣と言われホッとしました。
そのようなわけで隅屋はスミッコで皆様の迷惑に
ならないように努力しますので、今しばらくの間、
在籍させてください。お願いします。スピーチを
終わります。ありがとうございました。

■隅屋会員

■３分間スピーチ

◆戸澤会員、漆原会員：
　　　　　　波多野さんようこそ！先日は山本さん
　　　　　　の件でお世話になりました。
◆野村会員、嶋田会員：
　　　　　　波多野さんようこそいらっしゃいました。
◆山本会員：本日より3分間スピーチを始めますので
　　　　　　会員の皆様よろしくお願いします。トッ
　　　　　　プバッターは隅屋会員です。次回から
　　　　　　はメールＢＯＸの順番で行います。皆
　　　　　　さん素晴らしい発表をお願いします。
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　皆さん、こんにちは。今年度、プログラム委員長を
仰せつかっております相羽です。新年度が始まってク
ラブ協議会、その他が無事終わりまして2か月目の今月
8月は会員増強月間です。会員増強月間ということで、
会員の皆さんの卓話を戴くということでお願いしてあ
りました。
　今日は戸澤委員長、町田副委員長、荻野委員の3名に、
まずトップバッターとして荻野委員に卓話をお願いし
たいと思います。よろしくお願い致します。以上です。

■卓話者紹介：
　相羽プログラム委員長

　こんにちは。波多野さん、ようこそ。また、村越さん、
仕事の方ではありがとうございます。おかげさまで助
かっております。この夏も暑い中ですが一生懸命仕事
をして儲けさせて頂いており、またロータリーにも参
加できてうれしく思っております。
　入会して10か月、今年度、増強委員をお願いされま
した。何を増強していいか分からなかったのですが、
自分において考えると、私は村越さんに勧められて入
会しましたが、ロータリーには素晴らしい仲間がいる
ということ、これはすごくいいと思いました。それを
きっかけに、みんな一人一人が一年間で一人紹介して
ください。
　3年間くらいの計画だと100人も夢ではないと思います。
東村山がよくなれば、ロータリーもよくなる、みんな
よくなる、ということで、ぜひともロータリーに入っ
て活躍してほしいです。増強は月間ではなく年間単位
でチームを作ってやってもいいのではないか、退会さ
れる方は仕方がないですが、まず3年間で100人を目標
にして、この会場に入りきれない場合はホテルを貸し
切ってやる、くらいの希望をもって増強したいと思い
ます。1～2人入っても3人辞めたら減る一方です。私は
入って10か月なのでそう思いますが、前から在籍され
ている方はそうは思わないかもしれません。しかし、
増強するからにはそのような気構えや心構えがないと、
会員増強にならない、という考えでおります。ちょっ
と言い方が強かったかもしれませんが、後は委員長に
お任せします。
　自分でも青葉町の山崎ケイイチさんに声をかけてい
るところです。あと2人程あたっていますが、一人では
度胸がないので3人ぐらいでチームを組んで勧誘したり、
全員増強委員になるつもりでやれば、もっとロータリ
ーの仲間が増えていくと思います。今31名で、土方さ

んのような理由で退会されていくと、少なくなる一方
です。
　若い方、年配の方、とにかく入ってもらうと会費も
増えるし仲間ももっといっぱいできる、そのくらいの
気構えで増強委員としては、やっていきたいと思います。
　話は変わりますが、生まれが群馬の下仁田なのでこ
んにゃくの話をさせて頂きます。やわらかいこんにゃ
くは腸にいいといいますが、なぜでしょう。それは、
こんにゃくを作るときに中に苛性ソーダを入れて固め
ているからです。苛性ソーダは掃除などに使われます。
体の中に入って油をとってくれるんです。あまり食べ
過ぎはよくないみたいですが、こんにゃくも外国製が
入ってきて下仁田のものが売れなくなってきて大変です。
　ところで先日、小柳ルミ子のショーを見に行きました。
彼女は60歳になったばかりですが、スタイル抜群でした。
今、熟女というのは40代のことを指します。60代は発
酵熟女というそうです。70代になると天日干し･･･。こ
れらの話は男女どちらにもあてはまります。80代は骨
董熟女、つまりいろんな経験を積んでそれだけ価値が
あるということです。10分経ちましたのでこのあたり
ですみませんが、後はよろしくお願いします。ありが
とうございました。

■荻野会員増強委員

　皆さん、こんにちは。今、やわらかい話ということ
で話がありましたが、一番世の中でやわらかいものは
ご存じですか。人間生活において欠かせないもの、円
いものに入れれば素直に円くなり、四角いものに入れ
れば四角くなる。それは水です。あとは私のハート、
と言っておきましょう。
　近頃、モンスターペアレントが多いそうで、学校の
給食時に給食費を払っているのに、なぜ子供に｢いただ
きます｣を言わせるのか、という苦情がくるそうです。
大津の事件もありましたが、先生方も難しい立場で、
わが身が大切ということで、先生の方が生徒・親を訴
える時代になり、殺伐とした日本の現状ではないかと
思われます。そのような中、今、倫理法人会というの
が急激に伸びています。全国で6～7万社、すごい集金
力です。6万社にしますと、１年で72億円ほど集まりま
す。倫理法人会の創設者 丸山敏夫氏は食事の前に｢雨
土の恵みと多くの人々の働きに感謝して命の元を謹ん
でいただきます｣と唱えることを推奨されています。ま
た、先日あるお寺で聞いてきたことによると、禅宗は
感謝の心をもって食べるのが禅的生活の基本で、食事
の前に唱えられる偈文として｢五観の偈｣があります。
多くの人の働きによって今この食事があることに感謝
しながらいただく、自分がありがたい食べ物を受けて
いいのか、行いを反省しながらいただく、こういうこ
とが禅宗では修行のときに行われるということです。
近頃の食事スタイルはどうでしょう。私は時間に振り
回されながら食事といいますか、ものを食べるのですが、
お腹がいっぱいになればいい、という感じで食事をし
ているような気がします。皆さんも忙しい中でそうい
う感じではないかと思いますが、そんな中、食事の仕
方を変えてみませんかということで、少なくとも感謝

■町田会員増強副委員長

■卓話
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■点鐘：中丸会長

の気持ちを持って｢いただきます｣の一言を言ってから
味わいながらいただくことを提案します。
　会員増強月間にちなんで、ロータリー章典について
紹介します。ロータリーアンの責務として、各ロータ
リアンはロータリーの綱領、クラブ定款、細則及びプ
ログラム、活動に十分精通し、その交友及び職業上の
知己を通じてロータリーの意図と業績を推進する機会
を求めるものと期待されています。
　即ちロータリアンは、ロータリー発展と奉仕活動を
改善、拡張するために、ロータリーとは何か、ロータ
リーが何をしているのかについて、自ら他の人々に知
らせ、地球社会におけるクラブの存在感を際立たせる
力となるよう要請されているのです。今期早々に東京
消防庁東村山消防署と西武鉄道との協賛をいただき、
漆原社会奉仕委員長が西武遊園地駅のホームに通年掲
載される東京東村山ロータリークラブの名入りの防火
防災標語の横断幕を作成するということを、中丸会長
が会長報告で話されていましたが、ロータリーのパブ
リック リレイションとしては大変ベストな所ではない
かと存ずる処であります。なぜなら、西武遊園地駅は
東村山市の外れにありますが、西武ドーム球場の乗り
換え駅として、プロ野球開催時、また、ドーム球場で
のイベント開催時に大変多くの乗客が利用する駅であり、
東村山ロータリークラブの広報が自クラブだけではなく、
地区内のクラブにもプラスになるという面も出てくる
と思われますし、クラブ名を知らしめる事により、新
会員の勧誘にも大変繋がり易くなると考えられます。
会員増強委員会の要素は、新会員の勧誘、現会員の維
持であるといわれます。一人でも多くの適格者にクラ
ブに入会したいという興味を与える為に、クラブの現
行規定を十分利用し、クラブのプログラムを改善し、
地元地域社会への奉仕を維持、改善し、会員にとって
の意義を保ち、個々の会員に関心を絶えず引きつける
ようにするべきである、とあります。手続き要覧から
引用しましたが、簡単にいえば適格者を各々の会員か
ら推薦していただき、入会者を増やすのが会員増強委
員会の役目であります。
　会員の皆様、適格者を一人で良いですから推薦して
頂けることを待っております。拙い話で皆さんの時泥
棒を致しました事、お許しください。

　皆さん、こんにちは。私は平成5年(1993年)5月入会
で20年になります。会社を作って10年くらいした頃、
ますもでたくぎんのすずらん会の懇親会のときに石原
支店長と木下さんから、明日の午後、府中街道のドン
キーに来てほしいといわれ、年上と収入の多い人を待
たせてはいけないという事で、早めにドンキーに行っ
て待っていたら、大きなアメ車のリンカーンがきました。
当時の会員増強委員長の榎本さんが来て緊張して何を
聞かれたかも分からないまま、来週の木曜日12時に埼
玉銀行に来るように言われてすんなり入会しました。
　10年前に私が会長で、今日おいでの波多野さんがガ
バナー補佐、秋川の山田さんが会長のときに、馬詰眼
科という、1日に300名以上の患者さんが来院する今で

も有名な病院の院長がロータリーに入ってきました。
その忙しい馬詰さんは地区の委員もやっておられました。
お医者さんは忙しいと思いますが、ターゲットを絞っ
て何とか入会を勧めたいと思います。目時さんからお
医者さんの名簿をいただき、気が付いたのですが、東
村山の医療機関200ｹ所のうち6割が木曜休みなので、今
年はどうやってお医者さんに入会案内をするか考えて
います。
　また、先日開店した所沢の｢一休｣に野澤さんと行っ
てきました。まだ忙しいとのことで、9月ぐらいにメド
がたてば、とのことでした。2～3年前から勧誘してい
る方で、まだ入会されていない方には、機会をつくっ
て入会を勧められればいいなと思っております。
　私が入会した平成5年は何人か入会したのですが、残
っているのは當麻さんと私だけです。入会した頃は会
員も60名近くいたと記憶しています。ロータリーは皆
さん感じてると思いますが、木曜日がロータリーの日だ、
と決めてしまえばそれがずっと続きます。また今年は｢オ
ンツー・リスボン｣の委員長を仰せつかりましたが、忙
しいけれどロータリーはいいなと思っております。

■戸澤会員増強委員長

■第2回(8月度)理事・役員会

2012年8月1日(水)　　於  たきび 18:30～19:30

■7月の収支明細報告について
　金子会計より報告があり、報告書の通り承認されました。

■東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金の件
　中丸会長より、地区ロータリー財団セミナーに出席した時
　に配布された資料が、手元に無いので詳細は別の機会に説
　明するとして、日本人初のＲＩ会長である東ヶ崎さんの功
　績を称えた事業があり、紛争解決の分野における国際問題
　研究の提携大学である国際基督教大学内にダイアログハウス・
　研究施設等を建設中で1人あたり3,000円の募金をお願いし
　たいとの事。詳細に検討すべく結論は出さずに継続審議と
　する。

■広沢智紀奨学生にバナーとピンバッチを持参させる件
　野村副会長(当該奨学生のカウンセラー)よりケンブリッジ
　大学に留学するにあたり、地元のロータリークラブ等とコ
　ミュニケーションを図るのに欠かせないツールとして、バ
　ナー20本・ピンバッチ40個を本人に渡すに当たり購入費用
　約1万円の決済を戴きたい旨の説明があり承認。また、渡英
　までに当クラブの例会に出席してもらう予定。

■｢マイお箸｣を新入会員用に在庫する件
　山本・中丸年度に実施した、｢マイお箸｣を継続させる為に、
　支給していない新入会員へ贈呈するべく、10膳在庫したい
　旨の説明が中丸会長からあり、承認される。　

■その他事項
・石山クラブ管理委員長より、7月5日新旧会長・幹事激励会
　の収支報告があり、親睦予算より300円支出した旨の報告が
　ありました。
・山本職業奉仕委員長より、例会での3分間スピーチについて
　説明がありました。
　毎回12時57分より、名簿順に自分の職業について纏めて頂き、
　週報用として原稿も残すようにとの事。第1回目は特別に隅
　屋会員で時間を知らせるベルを鳴らし時間を告知しますと
　の事。
・出席免除者の各種表彰・再入会会員の皆出席表彰における
　在籍期間の取り扱いについては慎重審議の結果、継続審議
　とした。
・ロータリー会員以外からはビジター料は徴収しない旨決定。


