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今年度会長テーマ

第2242回例会 2012.12.6

奉仕を通じて
平和を

和で輪を広げ、前に進もう
■司会：
　相羽例会運営委員

■点鐘：中丸会長

■会長報告 中丸会長

　皆さんこんにちは。本日は2242回目の例会で46回
目の定期年次総会です。会員の皆様の慎重な審議を
宜しくお願い致します。
　さて、ここ数年経験豊富な会員が少しずつ退会され、
重厚感のある会員が少なくなりました。仲良しクラ
ブ的になり、出席率の低下も顕著であります。私が
入会した当時は、阿部士朗パストガバナーが在籍され、
領収書一枚お渡しするのにも緊張した記憶があります。
例会は楽しいだけでなく、緊張感も必要だと思いま
すので、これからも当クラブの重鎮でもある目時会員・
嶋田会員を始めとする皆様にはご指導の程宜しくお
願い致します。
　次に、先日当クラブが協賛する中学生クイズ大会
に出席してまいりました。初めて出席しましたが、
知識だけでなく体力やチームワークも必要で、大変
有意義な楽しい大会でした。来年も実施されましたら、
是非ともまた協賛できたらと思います。
　最後に昨日開催されました理事役員会のご報告を
致します。
1.11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の通り承認
2.会員増強｢SAKUJI作戦｣について
　賛同クラブとして登録承認
　取り纏めは会員増強委員会とする
3.クラブR財団委員会の3年委員会変更について
　検討した結果、少数会員となった現状から判断し
　継続審議とする
4.第23回東村山市民周回駅伝大会について
　協賛金は、社会奉仕部門予算30,000円を予定し、
　参加については漆原委員長に一任

■お客様紹介：
　野澤パスト会長

◆ゲスト：
　米山奨学生
　朴動浩さん

■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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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

31 24 0 3 88.89

■出席報告 荻野クラブ管理副委員長

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：3名
■前々回出席率メークアップ修正後：89.66％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：地区ゴルフ大会
　野村(高)会員：沖縄分区ＩＭ
　當麻会員：理事会
　戸澤会員：東分区ＩＭ

■国際ロータリー日本事務局：
　2013～14年度ロータリークラブ役員の報告について
　データ入力について←半期報告にて報告しています。
■ガバナー事務所：
　2013年度ロータリー米山記念奨学生選考の委任状
　の受理
　2013年度ロータリー米山奨学生選考面接官
　野崎　一重 会員
　ロータリー財団管理委員長からのメッセージの受理
■東村山市国際友好協会：
　｢人と人｣100号記念号のクラブ名記載について
　賛助会員に対するクラブ名記載の有無について
■回覧：
　所沢中央ＲＣ週報
　武蔵野女子学院ニュースレター
　｢人と人｣

■幹事報告 野村幹事代理

中條クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆中丸会長、赤木幹事：
　　　　　　朴動浩さんようこそおいで下さいました。
　　　　　　本日は東京東村山ロータリークラブ第46回
　　　　　　目の定期年次総会です。皆様のご審議よろ
　　　　　　しくお願いします。
◆野澤会員：今までメモった文をまとめてみました。参
　　　　　　考になる部分もあるかと思います。ご笑読
　　　　　　下さい。
◆野村会員：｢ロータリー思いのまま｣立派な冊子をいた
　　　　　　だきありがとうございます。ロータリー精
　　　　　　神を勉強させて頂きます。
◆戸澤会員：生まれて初めて入院を体験しました。5キ
　　　　　　ロダイエットできました。
◆樺澤会員、當麻会員：
　　　　　　ロータリー思いのまま熟読させて頂きます｡
　　　　　　ありがとうございます。

　日時：平成24年1月13日(日)　午前8時～午後1時　
　　　　都立狭山公園
　クラブより参加費用は1チーム3,000円とし、社会
　奉仕部門予算を充当
5.｢東村山歩こう会｣(仮称)立ち上げについて
　同好会の様な存在との事で承認
　目　的：歩きながら雑談をし、親睦を深め、病気
　　　　　予防と健康維持を計る事
　発起人：現会長・幹事、野村裕夫、山本智治、
　　　　　野澤秀夫、小町幸生
　日　程：第1回目を本年12月22日(土)
　場　所：多摩湖周辺
6.その他
　東村山市国際友好協会より会報｢人と人｣の創刊100
　号記念として、賛助会員である当クラブの広告を
　掲載する。掲載費用は無料　承認

■ご結婚祝月：
　嶋田会員

■令夫人誕生祝月：
　野村(高)会員
　野村(裕)会員

■会員誕生祝月：
　漆原会員、田中会員
　石山会員、野村(裕)会員
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　皆さん、こんにちは。｢ロータリーの友｣の内容につ
いて見ていきたいと思います。今月は家族月間という
ことで、15日はクリスマス例会がありますので、そち
らもふまえてよろしくお願いします。
　横書きの5P～｢新たな風を｣というテーマで全国の各
クラブのいろいろな事業が掲載されていますので見て
おいてください。12P～｢最終段階にさしかかったポリオ｣
では、インドからはポリオがなくなったようですが、
他の国ではまだ撲滅には至ってないということですので、
ぜひ撲滅のためにもうひと踏ん張りしていただきたい
という内容の記事が載っています。
　縦書きの2P～｢認知症の予防・治療・療養の最前線｣
これを読んだら、私にも思い当たる節が多々ありました。
｢ためしてガッテン｣でもやっていましたが、歩いてい
るときに転ぶのではなく、2cmくらいのところでつまず
きませんか？歩くときに脳を使っているとつまずき、
歩くのに専念していれば大丈夫ということらしいです。
後日、会員研修の担当月間にそういう話もしたいと思
います。認知症診断には｢長谷川式テスト｣などもあり
ますので、これも勉強して皆さんの前でご披露できた
らなと思っております。

■小町会員研修副委員長

　｢歩こう会｣はゴルフに対抗してつくったわけではあ
りません。皆さん、歩くことはなんらかの形でやって
いるとのことで、ゴルフをやる方もそうでない方も、
ロータリーの例会の席だけで話すのではなく、雑談を
しながら歩くのがいいのではないかということで、何
人かにこの話をしたところ賛同頂き、会員だけでなく、
奥様、家族、一緒に歩こうということで｢歩こう会｣を
発足させていただきます。

■｢歩こう会｣発起人
　小町会員、野村(裕)会員

◆小町会員：戸澤さん久し振りの例会、元気でなにより
　　　　　　です。また、歩こう会も発足します。健康
　　　　　　のために多くの参加を期待します。

本日のニコニコ合計：   41,000円
　　累　　　計　　：  715,000円

■中丸会長から
　朴動浩さんへ

■奨学金授与

　皆さん、こんにちは。時の経つのは速いもので、私
が例会に参加するのは20回を超えました。そのせいか、
論文の締切も迫っているのですが、最後まで頑張りた
いと思います。皆さんは年末に忘年会などの予定がい
ろいろあるかと思いますが、飲みすぎないようにして
ください。ありがとうございました。

■近況報告：朴動浩さん

　皆さん、こんにちは。3週間入院していて点滴だけだ
ったので５kg痩せました。今日、例会が終わってから、
ＪＴＢの方がオンツー・リスボンの打ち合わせに来ます。
ポルトガルへの飛行機の便などアクセスがよくないと
いうことで、まだスケジュール調整中ですが、次回の
例会には案内できると思います。バンコクへは日本か
ら5万人程行かれたのですが、ポルトガルは遠いという
ことで5～6千人程、2580地区からは500～600人程が行
く予定になっています。キャンセル料などのいろいろ
な問題があり、ギリギリまで待って案内を出しますので、
その時には皆で揃って行けるようにしたいと思います。
よろしくお願いします。

■戸澤地区オン・ツー・
　リスボン委員長

■委員長報告

　皆さん、こんにちは。来週13日の例会は15日(土)の
家族親睦移動クリスマス例会に振替です。会場の地図
をまだお持ちでない方は私までお願いします。
　また、来年の2月19、20、21日の沖縄地区大会の出欠
表も本日、回覧しますので、参加表明をお願いします。
次回例会、立川｢ジェーシー・ジェームズ｣で再びお会
いしましょう。

■石山クラブ管理委員長
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　発起人は、紙面上の都合で、会長、幹事、野村(裕)
さん、山本さん、野澤さん、小町でやらせていただき
ます。一日あるきながら、途中でお弁当を食べ、雑談
する機会があればいいなと思います。日帰りを原則とし、
多摩周辺の地域を歩こうという内容で、この会の会長
などは決めません。毎回、幹事の形をとり、交代でや
っていこうと思っています。
　まず、第1回目は12月22日(土)武蔵大和駅集合、多摩
湖周遊道路を歩きながら、寒いのでどこかでランチを
食べて、解散しようと思っております。年に何回開催
するかは未定ですが、皆さん参加していただければ有
意義なものになるのではないかと思いますので、よろ
しくお願いします。詳細については、また連絡します
ので、参加ご希望の方は発起人に声をかけてください。

　｢私の経営の道｣と題して3分間スピーチを行います。
現在、人を運ぶ仕事を目的とした、タクシー事業・貸
切バス事業・介護タクシー事業・運転代行事業と運送
事業を行っています。アルバイトも含めると、総勢200
名近い従業員がいます。タクシー事業で47年。バス事
業や介護タクシー・運転代行事業で10年程の営業を営
ませて頂いています。
　その間にも、多くの問題がありました。26歳にて東
京交通に入社し、営業部長となり、経営体質の改善を
しなければならないこととなりました。パソコンの導
入により管理部門の効率化を図り、経営のスリム化を

行うと共に、顧客の拡大を目的に、多くのお客様の意見・
希望を聞くべく顧客回りをしました。
　パソコン導入により、今までの管理職との摩擦も生
まれ、会社を去る人も出ましたが、業務の効率化が図
れました。また、お客様の希望である少人数の団体に
よる移動手段としてのバス事業を立ち上げ、車いすで
も乗車できる介護タクシー事業を始める事となりました。
　すぐに、採算ベースに乗ることは出来ませんでしたが、
喜ばれたことと事業の可能性を広げることが出来ました。
しかし、ここでも流れが変わったためか、退職するも
のが現れました。
　また、所沢に協和交通というタクシー会社を購入す
る機会ができ、休止したタクシー会社を購入しました。
今度は、東村山での体験を所沢でも行う機会が出来ま
した。今現在は、事業を立ち上げるごとに、忙しくな
った自分自身を振り返り、自身の裁量の無さを実感し
ています。入社当初では考えられない問題の発生に対
処しなければならず、こちらを直せばあちらに問題が
発生するなど、身体一つでは足りません。多くの先輩
方からは笑われてしまうかもしれませんが、積極的な
モチベーションが維持しづらい状況です。
　しかし、そのような状況だからこそ、考えを巡らせ、
活路を見つけ、環境に合わせての己の考えを経営に反
映させなければなりません。経営に関わり20年程の月
日が経ちますが、まだまだ経営道の始まりであります。
皆様より知識や体験を教わりながら、終わることのな
い道を歩み続けたいと思います。

■発表者：中條会員

■３分間スピーチ

■漆原会員
　12月6日誕生日

■バースデーソング

　皆さん、ありがとうございました。20歳をちょっと
超えた漆原でございます。これからも頑張っていきた
いと思いますので、よろしくお願い致します。

■お礼の言葉：漆原会員
■クラブ協議会(年次総会)

■司会：野村幹事代理

■議長：中丸会長

■次々年度会長指名：
　當麻指名委員長

■次々年度会長予定者
　赤木盛一現幹事

　皆さん、こんにちは。過日の指名委員会において決
まりました、次々年度の会長を発表します。後程、ご
審議の程、皆さんよろしくお願いします。次々年度の
会長には赤木盛一会員を指名しましたので、よろしく
お願い致します。以上です。
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■2013-2014年度5大奉仕
　及びＳＡ委員長発表：
　野村クラブ奉仕委員長

　2013-14年度の組織表を作りましたので、それに基づ
き五大奉仕及びＳＡの各委員長を報告したいと思います。
　職業奉仕委員長に野澤秀夫会員、社会奉仕委員長に
戸澤忠会員、国際奉仕委員長に相羽正会員、新世代奉
仕委員長に中條基成会員、例会運営委員長に山本智治
会員。皆さんにお願いしたところ、快く受けて頂きま
したので、次々年度は以上の委員長に頑張っていただ
きたいと思います。よろしくお願い致します。

■次々年度会長挨拶：
　次々年度赤木会長
　(中丸議長代読)

　皆さん、こんにちは。初めに幹事として本日の大変
重要な年次総会を欠席致しましたこと、心よりお詫び
申し上げます。
　この度、次々年度平成26年7月～27年6月の指名委員
会より会長の指名を受けました赤木です。大変貴重な
経験をさせて頂く機会を与えて下さり、深く感謝申し
上げます。大変微力ではありますが、精一杯努　めさ
せていただきます。
　幹事役には、何事にも一歩引いて行動する私に対して、
常に積極的に前へ前へと行動されます田中会員に快く
受けていただきました。
　これから次々年度に向かい、田中さんと命を懸けて
熱く語らい、楽しいクラブを目指して行きたいと思い
ますので、何卒皆様のご協力とご指導ご鞭撻をお願い
申し上げます。

■山本職業奉仕委員長
　(野村クラブ奉仕委員長代読)

　今年も早いもので、上半期を振り返っての時期とな
りました。本日はどうしても例会に出席出来ないために、
代読をお願い致します事、お詫び申し上げます。
　上半期は皆様のご協力を頂きまして、3分間スピーチ
も順調に進んでおりますので、ぜひ下半期も、例会で
の職業奉仕の情報交換を活性化させる為、またメンバ
ー全員が出席したくなる例会をつくる為にも、引き続
き皆様のご協力をよろしくお願い致します。

■野村クラブ奉仕委員長

　今日は、｢上半期の活動を顧みて｣と言う事でお話し
させていただきます。第1例会時の毎年恒例の八坂神社
での｢安全祈願｣に始まり、その日の晩に｢新旧会長・幹
事激励と慰労の会｣を料亭あづまで開催して、早くも半
年が経過しようとしています。まず最初にクラブ奉仕
部門そして、翌週には5大奉仕部門の各委員長より活動
方針の発表があり、7月初めには、早々と秋川ＲＣの多
摩分区山田ガバナー補佐、松村分区幹事の訪問があり、
中丸・赤木年度がスタートしました。7月末には、前年

度の親睦旅行の報告をさせて戴きました。徹頭徹尾ロ
ータリーづくしの楽しい旅行でした。福島の復興に多
少でも協力できれば、という企画でしたが、皆様如何
でしたでしょうか？白河南の福山様には大変お世話に
なりました。そして夏を迎え、家族親睦移動例会では、
銀座トラットリアマルタというイタリア料理店で、マ
ジックショーを見ながらの楽しい食事会でした。久し
振りに東京のど真ん中である銀座での楽しいひと時で
した。例会の卓話では、元日本航空フライトアテンダ
ントの柳田真知子さんによる｢おもてなしの心｣と題して、
対話形式の飽きないお話でした。教官から送られた言
葉として、｢愛嬌・色気・知性｣憶えていますか？この3
点が備わったら、サービス業における女性としては、
最強ではないでしょうか。例会の卓話に入る直前に3分
間スピーチも定着して、心和む時間帯です。そして、
我がクラブが推薦したロータリー財団地区補助金を受
けてケンブリッジ大学に留学する広沢智紀君が2度ほど
例会に出席しました。私がカウンセラーとして、指名
され2カ月に1度の報告書を読むのが楽しみです。その
後米山奨学生の朴動浩君のパワーポイントを使った卓
話も素晴らしかったと思います。10月の秋川ＲＣがホ
ストのＩＭがフォレストイン昭和館で開催され、テー
マは｢温故知新｣サブテーマとして｢これが我がクラブの
自慢です｣と言う事で、発表者として私が40周年記念の
時の中学生野球大会の話を致しました。そして、ガバ
ナー訪問前のクラブ協議会を山田ガバナー補佐と松村
分区幹事を迎えて実施されました。10月28日日曜日に
ＦＲＣが清瀬ＲＣの主催で清瀬市生涯学習センターに
於いて実施され、卓話者は金原亭世之介師匠によるお
話を聞かせて戴きました。その後食事と親睦会となり、
いつもの様に｢手に手をつないで｣で終了。11月に入り
2580地区石川正一ガバナーの訪問があり、ロータリー
の原点になるであろう自然体のお話を興味深く拝聴し
ました。そして、先週のロータリーアクトの小美野さ
んのパワーポイントを使った卓話を皆さんどの様に受
け止めたでしょうか？会員の年齢が上がっていく中で、
彼らの様にパワフルで小回りの効くロータリー会員の
予備軍はいつ見ても頼もしく感じます。彼らとは全国
いたるところで遭遇します。新世代奉仕の活動でこれ
から力を発揮してくると考えています。彼の話の中で、
被災地である気仙沼の復興を真剣に考えて行動してい
る事ご記憶にあるでしょうか？彼らのやる気を私は高
く評価したいと思います。以上簡単ですが上半期を振
り返って私の考えを纏めてみました。ご静聴ありがと
うございました。■クラブ協議会(上半期を振りかえって)
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■点鐘：中丸会長

■漆原社会奉仕委員長

　皆さん、こんにちは。社会奉仕委員会は今年度の事
業計画として以上の3点を目標としてきました。
１.空堀川の清掃
２.産業祭への参加
３.献血
　半年が経過しましたが、空堀川清掃は諸事情により
中止、産業祭は被災地の物産販売ではなく、急遽、戸
澤会員にお願いして、玉葱、フランクフルトの販売と
なり、なかなか計画通りには実行できませんでした。
点数をつけるなら、20～30点といったところです。後
半に入り、社会により貢献できるよう頑張りたいと思
います。
　先日、運転免許の更新があり、やはり献血の呼びか
けをやっていました。血液が足りないようなので、後
半の献血の活動で100点にしたいと思います。

■當麻国際奉仕委員長

　まず、今日の総会の進め方で、一言。必ず幹事の方
はクラブ定款、細則にのっとって行っていただきたい
と思います。
　国際奉仕の方では、地区の｢オンツー・リスボン｣と
一緒に計画しておりますので、行程がしっかりしまし
たらなるべく参加の方、よろしくお願い致します。
　国際奉仕委員会のほうでもう一つ掲げているのは、
今年度中にシェルターボックスのできるような形を組
み上げますので、もうしばらくお待ちいただきたいと
思います。活動は｢オンツー・リスボン｣以外は国際奉
仕委員会としてはやっておりませんので、地区頼みと
いうことでやっております。遠いので直行便がなく、
乗換え等、苦労するかと思いますが、非常によい地域、
食べ物と聞いておりますので、ぜひ参加の方、よろし
くお願い致します。ありがとうございました。

■飯田新世代奉仕委員長
　(野村(裕)委員代読)

　新世代奉仕は2010年度よりＲＩ規定審議会において4
大奉仕部門に新世代奉仕部門が加わり5大奉仕部門とな
りました。次の時代を担う未来のリーダー、未来のロ
ータリアンの健全な育成は社会においてまた、当東村
山ロータリークラブにおいても重要なテーマであります。

国際奉仕、社会奉仕の各委員長と密な連携を図り、計
画を推進していきたいと思います。また地域の小、中
学生の活動をサポートし、お互いの交流の機会を持ち、
社会奉仕・地域交流・国際交流の場をバックアップし
たいと考えます。

1.市内の新世代育成を目的とする諸団体への助成を行う
　平成24年12月1日(土) 東村山体育館において中学生
　クイズ大会への協賛を行った。昨年(村田会員)に続き、
　未来のリーダーたちの健全育成にお役に立てたいと
　思います。
2.青少年交換留学生の派遣及び受け入れ体制と環境づくり
　交換留学生のホストファミリー受け入れは、当クラ
　ブにとっても重要課題であります。親善大使として
　の役割をホストとして、交換を成功させるという重
　要な責務があります。ホストと学生の間で信頼と友
　情を育むことのできる安全で、尊重される適切な環
　境を提供させていただきます。引き続きホストファ
　ミリーについては、継続した受け入れ体制と環境づ
　くりの協議を継続していきます。
3.新世代のための月間(9月)は、会員が青少年を考える
　有意義な機会とするため、当クラブ新世代奉仕委員
　長が新世代奉仕入門の卓話研修を行った。9月には、
　新世代奉仕委員から新世代の基本的な活動内容の説
　明を行った。
4.インターアクト、ローター・アクトクラブから卓話
　を行い、更なる交流を深める
　9月の新世代奉仕月間以外でも率先してインターアク
　ト、ローターアクト、ライラから定期的に卓話をお
　願いする。今後は、中学生や市内の高校生にも卓話
　を行っていただく。

　下半期も会長、幹事、各委員長、事務局と密な連携
を心がけて行きますので、残り少なくなりましたが引
き続きよろしくお願い致します。


