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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：
　野澤副例会運営
　委員長

■点鐘：野村副会長

■奨学金授与

■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

■近況報告：朴動浩君

■お客様紹介：
　山本パスト会長

■野村副会長から
　朴動浩さんへ

■ご挨拶

■東村山青年会議所
　理事長　荒野様

◆ゲスト：
　東村山青年会議所
　第40代理事長 荒野晃成様
　副理事長 北野雄二様

◆ゲスト：
　米山奨学生
　朴動浩君

　こんにちは。少し遅れましたが、あけましておめで
とうございます。例会に参加できるのも、あと2～3回
となりました。皆さんにお目にかかることは減っても、
ずっと2年間支えて下さったことを忘れずに頑張ってい
きたいと思います。これからもよろしくお願い致します。

　こんにちは。東村山青年会議所第40代理事長を務め
させていただきます荒野晃成と申します。どうぞ一年
間よろしくお願い致します。
　先週土曜日の東村山青年会議所賀詞交換会には、中
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 25 0 2 92.59
■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：京都西ＲＣ
　野崎会員：地区米山委員会

■会長報告 野村副会長

　皆さんこんにちは。去年の暮れに大橋美加さんの
クリスマスディナーショーに長男を連れて行ってき
ました。長男は、中学時代にオーケストラの一員だ
ったためコンサート慣れというか、余り興味が無か
ったようです。でも、ジェシージェームスでの当ク
ラブの親睦例会は気に入っていました。美加さんは、
相変わらずパワフルなお母さんです。その父上であ
る大橋巨泉さんが朝日新聞夕刊に｢人生の贈りもの｣
という記事で載っていました。以前良く見ていた｢世
界まるごとHOWマッチ｣の製作段階からのエピソード
が書かれていたり、ナレーションの小倉智昭さんの
事(大学の先輩で仏文卒業)や｢クイズダービー｣等が
書いてあり、その他に85年夏の日航ジャンボジェッ
ト墜落事故でお付き合いのあったハウス食品の社長
が亡くなられたという記事が印象深かったです。ハ
ウス食品の｢なんちゅうか本中華｣のＣＭに出演して
からゴルフ・将棋などを一緒にする仲だったそうです。
｢グリコ森永事件｣をご存知でしょうか？ハウス食品
の社長宛にも1億円を要求する脅迫状が届いたそうで
す。その件で大変悩んでおられた時に巨泉さんから｢僕
にできることがあったら｣と申し出たところ是非にと
の申し出があり、脅迫状の対応で、全くロータリー
クラブの仕事が出来ずに講演依頼を忘れてしまった
との事。快く巨泉さんは受けたその年の夏にジャン
ボ機が落ちたと言うことでした。人と人との繋がり
に不思議さを感じました。

■幹事報告 赤木幹事

■出席報告 相羽会員

丸会長はじめ、ロータリークラブの多くの皆様にお越
しいただき、誠にありがとうございました。東村山青
年会議所40周年ということで、一人一人がこの時代で
も輝きをもって頑張って行こう、という所信表明をさ
せていただきました。若い我々ですが、先輩の皆様、
ロータリーの皆様にお力添えいただきまして、一年間
頑張って活動してまいりますので、ご協力の程よろし
くお願い致します。本日はお招きいただきありがとう
ございました。

■国際ロータリー日本事務局：
・2012～13年度下半期報告書の受理
・ロータリー財団グローバル補助金とパッケージ・
　グラントの申請について
・ロータリークラブ・セントラルの最新昨日について
■ガバナー事務所：
・2013～14年度ＲＩ会長挨拶とテーマロゴについて
・2013～14年度｢地区米山奨学委員会副委員長｣と2013～
　14年度｢地区社会奉仕委員会委員｣就任承諾について
　地区米山奨学委員会副委員長：野崎一重会員
　地区社会奉仕委員会委員：山本智治会員
■米山奨学委員会：
　地区米山奨学委員会全体会開催の案内の受理
　2013年2月19日(火)　15:00～
　於　沖縄ハーバービューホテル
■職業奉仕委員会多摩分区リーダー：
　武蔵野分区・多摩分区合同｢職業奉仕セミナー｣開
　催について
　2013年2月15日(金)　17:00～
　於　立川グランドホテル
■東京東大和ＲＣ：
　第5回多摩分区連絡会の案内について
　2013年2月15日(金)　16:00～
　於　フォレストイン・昭和館
■緑を守る市民協議会：
　第1回全体幹事会のお知らせ
　1月22日(火)　18:00～
　於　市役所北庁舎
■回覧：
　ロータリー補助金ニュース
　バギオだより
　ハイライトよねやま
　Ｒ財団専門家グループのニュースレター｢Tech Talk｣
　みどりの杜
　所沢ＲＣ週報
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中條クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆東村山青年会議所40代理事長 荒野様、副理事長 北野様：
　　　　　　新年のご挨拶に伺いました。
◆野村会長代理、赤木幹事：
　　　　　　今年に入って始めての例会場での例会、
　　　　　　気持ちも引き締まります。東村山青年会
　　　　　　議所40代理事長荒野様、副理事長北野様
　　　　　　本日はご苦労様です。朴さん卒論頑張っ
　　　　　　て下さい。駅伝優秀な成績おめでとうご
　　　　　　ざいます。
◆荻野会員：誕生日月お祝いありがとうございます。
　　　　　　また母の葬儀では東村山ロータリークラ
　　　　　　ブの皆様お世話になりました。
◆當麻会員：妻の誕生日のお花ありがとうございました｡
　　　　　　青年会議所荒野理事長、一年間頑張って
　　　　　　下さい。
◆野澤会員：東村山青年会議所荒野理事長、北野副理
　　　　　　事長ようこそおいで下さいました。今年
　　　　　　一年頑張って下さい。
◆相羽会員：東村山青年会議所荒野理事長、北野副理
　　　　　　事長ようこそいらっしゃいました。若さ
　　　　　　で頑張って下さい。
◆漆原会員：東村山周回駅伝応援ありがとうございま

　　　　　　した。
◆田中会員：荒野社長、北野様ようこそ例会においで
　　　　　　下さいました。先日の駅伝お疲れ様でし
　　　　　　た。野澤監督、赤木会員、山本会員、相
　　　　　　羽会員お疲れ様でした。皆様の熱い思い
　　　　　　で素晴らしい成績を収めることが出来ま
　　　　　　した。バンザイ！バンザイ！
◆山本会員：荒野理事長、北野副理事長ようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。

　皆さん、こんにちは。今日はお礼とお願いがあります。
まず、先日13日に行われました、東村山市の周回駅伝
にはご協力ありがとうございました。参加された選手
の皆さん、本当にご苦労様でした。昨年よりかなり順
位が上がっております。本気でやった結果だと思います。
順位は回覧しますので見てください。
　また今月31日(木)ですが、市民センターで献血を行
います。年齢的に無理なようでしたら、従業員などに
声掛けして頂いて、ご協力お願い致します。300名を予
定しており、ちらしも25,000枚まくようになっており
ます。ぜひ成功させたいと思いますので、皆さんご協
力よろしくお願い致します。

■漆原社会奉仕委員長

本日のニコニコ合計：   71,800円
　　累　　　計　　：  863,800円

　こんにちは。国際奉仕の方で、世界大会のＰＲでご
ざいます。今のところ、武蔵村山7名、秋川で5名、東
村山では8名でございます。これから参加申し込みを回
しますので、なるべく多くの方の参加をお願いしたい
と思います。合計20名を予定しており、20名をきると
旅費が高くなりますので、ご協力お願い致します。オ
ンツー・リスボンの日程は2013年6月22日～29日までで
す。日本人のＲＩ会長としては30年ぶりとなる田中作
治ＲＩ会長の年度を祝う機会でもあります。旅費の方
も518,000円という格安なお値段ですので、ぜひ参加し
ていただきたいと思います。
　また、毎例会の度に後ろでビデオを流しております。
オンツー・リスボンで、リスボンの市内、ポルトガル
の名所旧跡などを映しておりますので、こんなところ
だなとイメージを持ちながら、皆様の参加をお願いし
たいと思います。よろしくお願いします。

■當麻国際奉仕委員長

■委員長報告

■皆出席：
　當麻会員(20回目)

■令夫人誕生祝月：
　五十嵐会員
　當麻会員
　野澤会員

■会員誕生祝月：
　嶋田会員、金子会員
　荻野会員

■バースデーソング合唱：
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　皆さん、こんにちは。本日の3分間スピーチは中丸会
長の予定でしたが、インフルエンザで欠席ということ
ですので、野村会長代行の順番でございます。よろし
くお願い致します。

■発表者紹介：
　山本職業奉仕委員長

■３分間スピーチ

　本日は東村山青年会議所(ＪＣ)の荒野理事長、北野
副理事長ようこそおいで頂きました。本年は40周年と
いう節目の年と言うことで、もう一つ大きな花を咲か
せてください。ＪＣとロータリーはあり方、目的も親
子の様でもあります。
　昨今の会員減少の中、私達ロータリアンもＪＣ会員
増強には力を注いでいきますので、是非ご卒業された
方がロータリーへ入会されることをラブコールでお待
ちしています。さて、今月のロータリーの友がお手元
に届いていると思います。ロータリー理解推進月間です。
まず横書き1ページを見てください。
　田中ＲＩ会長メッセージの中で｢ロータリーの徽章を
いつもあなたの襟に｣バッチを付ければ心構えが変わる、
言葉を選び行動に気を配るようになる。そして何よりも、
世の中のためにロータリアンであるという自覚を持つ
ようになる。18、19ページに｢The Object of Rotary｣
の英語原文は従来のままですが、日本語訳が｢ロータリ
ーの綱領｣が｢ロータリーの目的｣と変わり、内容も現代
的な表現に改定されています。4ページの｢ロータリー
網領｣と新｢ロータリーの目的｣4つの項目を比較してみ
てください。縦書き、友愛の広場に投稿された中で参
考になる記事がありました。｢日本人のＤＮＡ｣と｢コー
ヒーの効用｣という記事ですが、それ以外も含め皆さん
個々に読んでいただければ大変有意義だと思います。
後期、沖縄地区大会、リスボン国際大会が開催されます。
健康管理をしていただき、多くのロータリアンと懇親
を深めロータリーライフを楽しんでください。

■小町会員研修副委員長

　こんにちは。東村山市周回駅伝に参加した選手の皆様、
応援の皆様、お疲れ様でした。私も久しぶりに長距離
を走り、苦しくて辛くて死ぬかと思いました。気持ち
は区間賞を取り、日体大でしたが、7人程抜かされ、次
の日、急性肺炎になり一日中寝込みました。もう無理
かもしれないと思いましたが、時間が経ち、今ではも
っと練習してチームに貢献したいと思っております。
　感じたことを話させていただきます。開会式の主催
者挨拶の中で、｢だんだんと盛会になり、今回122チー
ムの参加をいただきました。これもひとえに東村山ロ
ータリークラブの皆様並びにスポンサーになっておら
れる企業の皆様のおかげです。｣と話されました。私も
ロータリーに入ってから走るようになりましたが、改
めてロータリークラブの活動、先人、先輩の皆様に感
謝の気持ちと、ロータリーの会員でよかったなと思い
ます。中学生の参加は64チームでした。子供たちのチ
ーム愛、母校愛はかけがえのない財産となることと思
います。我がロータリークラブも来年は、老いも若き
も2チーム位出ましょう。以上です。

■田中駅伝部長

　年明け最初の3分間スピーチを本日お休みの中丸会長
に代わって発表したいと思います。
　私の商売はホテル業です。学生の時にアルバイトで
サービス業に就いたのが、現在に繋がっているといえ
ます。最初は銀座7丁目にあるサッポロビアホールで、
ユニフォームに着替えて、蝶ネクタイを締めて、1階の
ホールに降りる階段の1段目からビアホールのざわめき
が聞こえ1歩1歩降りるたびにそのざわめきが大きくなり、
ホールに出た途端に全身がそのざわめきに包まれて身
震いしたのを今でもハッキリ覚えています。その後六
本木の瀬里奈という高級レストランに移り、採用担当
者からバイトはことごとく3ヶ月で退職するとのイヤミ
を言われました。予想通り仕事がきつくて、見事に3ヶ
月でやめました。でもどうしても悔しくて、学校帰り
に再度採用担当者に面接してもらいバイト再開となり、
それから3年間勤めました。お客様は意外と外国人が多
く外人恐怖症はここで免疫を作りました。その間暇な
時期は、ホテルオークラの東京配膳会へ斡旋され、そ
こで初めてホテルと出会いました。とても新鮮でワク
ワクして通った記憶があります。大学を卒業して就職
した企業が目時会員と同じリッカーというミシンメー
カーで、1年間横浜の上大岡の訓練所に通った後、立川
支社勤務を経て調布支店に配属となり、どうも会社に
馴染めなく昇格試験の際に、重役面接で正直に自分の
気持ちを話したところ、関連会社にホテルがあるので
出向せよとの辞令があり、即仙台に転勤となりました。
その後ご存知のようにリッカーは、すえ当時戦後何番
目かという大型倒産で、子会社であるホテルは借入金
の保証を親会社にしてもらっていた関係上和議を申請
して倒産でした。
　倒産したホテルで10年間頑張ってスポンサーが見つ
かったところで退職し、実家の商売を手伝っていたの
ですが、預けてあった、今ある久米川ウィングホテル
の状況が良くないとの事で、当時の菊水商事と話し合
ったところ引き上げたいとの意向であったため、急遽
この地にやって来て今に至ります。

■発表者：野村会員
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■野村クラブ奉仕委員長

　皆さん改めましてこんにちは。本来今日は｢下半期に
向けて｣というテーマで中丸会長・赤木幹事の発表でし
たが、中丸会長がインフルエンザで療養中と言う事で、
私がピンチヒッターとして、来週の発表を前倒しして
今日クラブ奉仕委員長としての発表をさせていただき
ます。先日の大雪で、インフルエンザ発症原因の一つ
でもある乾燥状態は多少改善されたとはいえ毎年この
時期は、受験シーズンを控え受験生・その親御さん等
毎日ピリピリしていることと思います。私もつい2年前
迄奥さんから予防注射をしてきてくださいと強く言わ
れたのを思い出します。皆さんも健康維持には十分ご
配慮下さい。
　実は、私は来週業界の行事でお休みする予定でした
ので、ちょうど良かったと考え今日の例会を前向きに
頑張りたいと思っています。業界の行事というのは、
東京都が主催する｢東京観光プロモーション｣に参加して、
ドイツのベルリンとフランクフルトに行き東京シティ
セールスを日本の航空業界・旅行業者・大手ホテルに
混じって零細企業として、久米川ウィングホテルを売
り込んでくる予定です。ですからスケジュールは非常
に厳しく移動と説明会・商談会・レセプション等で観
光をしている暇はなさそうです。強いて言えば午前中
に数時間自由時間がある程度です。でも航空会社や業
界の大手ホテルや旅行業者と一緒に会場設営から撤収
までいるので、かなり多くのそれなりのポジションの
人達と名刺交換が出来るわけで、どのような出会いが
あり、どんな話が聞けるのか非常に楽しみです。
　そんな厳しいスケジュールのセールスプロモーショ
ンなので、あまり大きな声では言えないのですが、旅
費の半額を東京都が負担してくれています。ドイツ人
というのは、旅行好きの民族だそうで、年間7000万人
程が国内・国外旅行に行くそうです。ちなみにアメリ
カ人がおよそ5000万人位だそうです。東日本大震災以
降日本を訪れるドイツ人はなかなか震災前の水準に戻
らないと言うことで今回のドイツへのプロモーション
が決定したとの事です。当日会場には100社程の現地旅
行代理店が招待されているようです。現地通訳及び日
本からも通訳が同行してくれるとの事なのでご心配は
無用です。ただし、英語程度は自身で対応して下さい
という東京都産業観光部部長の挨拶がありました。何
とかなるでしょう!
　何でこんな話をしているのだろう野村は何考えてい
るのだろう頭がおかしくなったのではと思われると思
います。何故かというと、今日の持ち時間は会長・幹
事15分ずつですが、私のクラブ奉仕委員長としての話は、
せいぜい5分程度ですのでどう引っ張ってもクラブ奉仕
の話で、15分は無理だからです。どうかご容赦下さい。
　話は変わりますが中丸会長は、クラブ協議会が性に
合わないのか、去年は梅岩寺の葬儀の関係で世話人と
して出席した関係で、クラブ奉仕委員長の発表原稿を
私が代読した記憶があります。何か不思議な巡り合わ
せです。
　さて、そろそろ本題に入りたいと思います。クラブ
奉仕委員長の任期が残り半年となりました。前半は、
皆様の献身的な努力で何とか乗り切ってきましたが、
後半もひとつ宜敷お願いいたします。残る主な行事は、

　今日のクラブ協議会は、下半期に向けてという事で
すが、始めに上半期におきまして、皆様の支えとご協
力を頂き大変ありがとうございました。
　さて、年も明け早くも半月が過ぎました。会員皆様
も業界を始めとして、多くの新年賀詞交歓会、新春講
演会等に参加されていると思われますが、昨年政権が
交代し、スピード感を持った経済政策が打ち出され、
株高・円安にふれ、不況脱却に高い期待感を抱き、例
年にない力強い活気を感じております。
　東京都の24年度税収は約4兆円の見込ですが25年度は
4％アップの4兆1,600億の予算が計上されるようです。
我々税理士会に於て、多年要望しておりました交際費
の金額損金算入も改正が見込まれそうです。やはり経
済力のある個人、企業が活動しやすくすることは経済
活動において非常に大事な事であります。
　下半期のスタートに会員2名が退会されましたが、こ
のように経済活動が活発になり、企業業績が上昇して
くれば、ロータリーの会員増強も容易になるのではな
いかと思います。
　2012年～2013年度も残すところ半年となりました。
今現在の主な行事予定は、1月31日漆原社会奉仕委員長
により東村山市民センターで献血が行われます。又2月
6日は武蔵村山ＲＣの40周年記念が行われます。そして
2月19日～21日に沖縄で地区大会の開催及び家族親睦旅
行が行われます。地区大会終了後は宣野湾ＲＣとの懇
親会も開催されます。是非全員登録にご協力をお願い
致します。多くの会員、ご家族の参加をお願い致します。
　さて上期では夜間例会等、会員の親睦を計る時間が
少なかったと思われますので夜間例会の充実、昨年12
月に発足し、第一回の開催が大変盛況でありました歩
こう会等を通して会員の親睦をもっと多く計りたいと
思います。
　本年度の会長方針｢和で輪を広げ前に進もう｣を達成
するため、今後共会員皆様のご指導よろしくお願い致
します。

■クラブ協議会(下半期に向けて)

■司会：赤木幹事

■赤木幹事



東京東村山ロータリークラブ

まず今月の31日に予定されている漆原社会奉仕委員長
による献血運動です。市役所に隣接した市民センター
にて午前10時～午後4時の迄受付です。都合の良い時間
に是非献血にご協力下さい。直前に各新聞のチラシと
して2万部の案内があります。また、5000部のポスティ
ングも別途あるそうです。私自身も献血協力は以前か
ら継続していて、今迄に年に2回位のペースで400mlの
献血を26回しています。私は世の中に貢献できるよう
な才能はないので1番手近な社会貢献として、献血活動
を継続しています。いつもは、新宿駅西口の献血セン
ターで、おいしい飲み物とお煎餅やクッキーをいただ
いて終了です。ただしアルコール類は出ませんが是非
自社の従業員にも協力を呼びかけて下さい。私の地元
聖蹟桜ヶ丘駅前では、多摩ライオンズクラブがテント
を張ってやっているのを見かけます。東村山ＲＣをア
ピールする良い機会だと思います。読売新聞に記事も
載りますので注意してご購読下さい。
　2月6日(水)は、武蔵村山の40周年記念式典がパレス
ホテル立川で執り行われます。前年度ガバナー補佐と
分区幹事を務めたクラブでもあり、当クラブの45周年
には大変協力してくれましたので、是非全員参加で盛
り上げてあげましょう。
　2月19日(火)～21日(木)は、親睦旅行を兼ねた沖縄で
の地区大会があります。石山クラブ管理委員長として
の最後の大仕事です。友好クラブの宜野湾ＲＣがホス
トを務めます。皆様のお手元には既に当日のパンフレ
ットがすでに配られていますので宜敷お願いいたします。
ご存じの宮城富夫さんが実行委員長を務めます。去年
の11月に沖縄分区のＩＭに参加しましたが、本会議後
の親睦会会場で地区大会については、宜野湾ＲＣ会員
が一丸となって取り組んでいる姿を拝見し。大変頼も
しく目に焼き付いています。
　そして、6月22日(土)～29日(土)にかけて6泊8日のス
ケジュールでポルトガルのリスボンにて開催されます
国際大会ですが、地区オンツーリスボン委員長の戸澤
会員と副委員長の山本会員が多摩分区の各クラブに声
かけをしています。田中作治国際ＲＩ会長の年度でも
ありますので、是非多くの会員の参加をお待ちしてい
ます。開催地がヨーロッパの西の果てであまり印象の
無い国ですが、皆さんは作家の檀一雄さんをご存じだ
と思います。彼は、ポルトガルのリスボンから大西洋
側に北上したサンタクルスという土地に約1年半程滞在
し、｢火宅の人｣を書き綴っていたそうです。かつては
鄙びた漁村だったそうですが、今では新しい別荘やマ
ンションが建ち始めているそうです。リスボンは坂道
が多く市電が走っていて、何となく長崎の町とダブり
ます。私も今回の旅行には参加する予定です。私もメ
イキャップする他のクラブに声がけをして、楽しい仲
間と行けることを楽しみにしています。戸澤さん・山
本さん頑張りましょう。
　また、会員増強もクラブの存続に大変重要な仕事で
すので総力を挙げて頑張って、目標の5名増員目指して、
他の会員の協力をいただきつつ頑張りましょう。
　残り半年、中丸会長と赤木幹事を盛り上げて、楽し
いクラブライフを過ごしましょう。

■点鐘：野村副会長
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