
■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／田中　重義
■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.47

国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2289回例会 2013.12.5

ロータリーを
実践し
みんなに
豊かな人生を

話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に

■司会：
　中條例会運営委員

■会長報告 野村会長

たちに綺麗な水を提供するための井戸掘りについては、
10万円に後少しですのでご協力願います。もう一つ
は東ヶ崎潔記念ダイアログハウスの募金活動を開始
します。目標額等詳細は特にございません。あくま
でも個人としての気持ちを表していただければ幸い
です。

　みなさんこんにちは　今日は、年次総会とクラブ
協議会が予定され、その他にも月初めですので、お
祝いとニコニコもありますので、手短に済ませたい
と思います。先程社務所の応接室にて、第6回理事・
役員会が開催されましたので、募金の件をお話して、
その他は来週の週報で確認してください。まず最初
にバギオ基金の募金箱は、前回の例会にて終了とさ
せていただきます。当初の目標額に届きましたので、
皆様のご協力に感謝いたします。カンボジアの子供

■点鐘：野村会長

■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：
　野澤会員

■幹事報告 石山幹事

■多摩武蔵納税貯蓄組合連合会：
　平成25年度中学生｢税についての作文｣表彰式の案内
　2013年12月17日(火)　17:30～
　於　東村山市役所
　※東村山ロータリークラブ会長賞：
　　東村山市立第4中学校　白石早希(しらいし さき)

■ガバナー事務所：
　第26回全国ローターアクト研修会の案内について
　2014年3月15日(土)～16日(日)
　於　東京ビッグサイト

■社会奉仕委員会：
・クラブ社会奉仕委員長(在沖縄)会議開催の案内に
　ついて
　2014年2月5日(水)　9:30～
　於　ラグナガーデンホテル
・2013学年度米山記念奨学生期間終了式の案内につ
　いて
　2014年2月20日(木)　13:00～
　於　京王プラザホテル



東京東村山ロータリークラブ

■出席報告 清水例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 24 0 5 82.76
■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：82.14％
■前々会メークアップ者：
　野崎会員：地区米山委員会
　野澤会員：地区ゴルフ大会
　戸澤会員：地区会議
　山宮会員：東京立川ＲＣ
　山本会員：地区社会奉仕委員会

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　本日は年次総会、並びにクラブ協議会で
　　　　　　す。発表される皆様よろしくお願い致し
　　　　　　ます。
◆嶋田会員：結婚50周年になりました。皆様のおかげ
　　　　　　と思っております。ありがとうございます｡
◆田中会員：先週金曜日、たきびにてチャンピオンを
　　　　　　祝う会ありがとうございました。新しい
　　　　　　ドライバーを買いました。昨夜のパレス
　　　　　　ホテルチャンピオンを祝う会141名参加､
　　　　　　感激しました。お礼申し上げます。12/12
　　　　　　木曜日パレスホテルにてのクリスマス夜
　　　　　　間例会、来週となりました。おもてなし
　　　　　　の精神で開催しますのでよろしくお願い
　　　　　　します。
◆野澤会員：過日、公民館で開催されました逃水展に
　　　　　　家内の出展した絵を多くの方々に見てい
　　　　　　ただきありがとうございました。また、
　　　　　　励みになります。
◆赤木会員：田中さん、昨日のクラブチャンピオン祝
　　　　　　勝会、大変盛況で十二分に楽しませて頂
　　　　　　きました。大変おめでとうございます。
◆中丸会員：田中さん、昨日のクラブチャンピオン祝
　　　　　　勝会お世話になりありがとうございまし
　　　　　　た。盛大な会でビックリしました。私事
　　　　　　では12月3日の久米川会にて優勝しまし
　　　　　　た。これからも田中さんを目標に頑張り
　　　　　　ます。

■ご結婚祝月：
　嶋田会員

■会員誕生祝月：
　赤木会員、田中会員
　野村(裕)会員
　石山幹事、山宮会員

■令夫人誕生祝月：
　野村会長
　野村(裕)会員

■東京ロータリークラブ：
　2013～14年度｢東北すくすくプロジェクト｣協力に
　ついて
　2010年東京ＲＣ創立90周年を機に100周年記念プロ
　ジェクトとして発足された、東日本大震災の支援
　｢東北すくすくプロジェクト｣協力の要請。
　1クラブ5万円。

■国際ロータリー
　日本事務局：
　Ｐ.Ｈ.Ｆ認証ピンの
　受理について
　野澤秀夫会員：
　Ｐ.Ｈ.Ｆマルチ1回目
　認証ピン

■東村山青年会議所：
　東村山青年会議所2014年度賀詞交歓会の案内につ
　いて
　2014年1月10日(土)　18:30～
　於　ベルホール

■アドレス・ＦＡＸ変更：
　東京福生ＲＣ：
　　新ＦＡＸ番号　042-513-0344
　　新メールアドレス　r-fussa@clock.ocn.ne.jp

本日のニコニコ合計：   46,000円
　　累　　　計　　：  717,574円



東京東村山ロータリークラブ

　只今より、東京東村山ロータリークラブの2013～
2014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。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30名、本日の出席会員24名ですので、
今年度年次総会は適法に成立しました。慣例により、
当会会長が議長となります。野村議長よろしくお願い
します。

■年次総会

■司会：石山幹事

　こんにちは。毎月月初の恒例のロータリーの友のご
紹介をさせていただきたいと思います。
　今月は家族の月間ということで左側から、我らロー
タリアンということで家族のいろいろな記事が載って
おります。その後に日韓親善会議の様子、日台親善会
議の様子が載っております。この中で23Pに日本のロー
タリーの現状が記載されております。それから右から
の縦書きのページで、注目したのが、開いた14番目、
近年のＲＩ活動方針に疑問を持つ者として、という記
事がございました。この中で最後の文章なのですが、
15Pですが、私の座右の銘はほぼ、故佐藤ガバナーが講
演会で話していた、元々ロータリークラブというもの
は仲間同士を助け合おう、自分の町を住みよくしよう
という身近な問題から誕生したもので、身を捨てて仁
義を救済しよういう政治の集まりではありません、と
いう記事がありました。ずいぶんびっしりと厳しいこ
とを佐藤さんもお話したしこの方も投稿されたなと思
います。
　以上ですが、あと私事なのですが、ガバナーマンス
リーレター、これなんですが私のよく知っている方が、
哀悼というところで、東京北ＲＣ、この方は田中さん
と同じように日高カントリーでクラブ会報の選手で大
変お上手で、最近姿を見ないなと思っていたら、66才
で亡くなったそうでございます。まだまだ本当に元気
でお若い方だったんですが、これを読んで、皆さんご
自分の健康には十分注意するようにお願いしたいと思
います。以上でございます。

　第49代会長選出の指名委員を10月3日の例会で野村会
長から11名発表されました。指名委員はクラブ規定の
第10条で1)正副会長および正副幹事、2)会長経験者よ
り2名、3)会員より5名で11名が指名されました。指名
委員は野村会長、石山幹事、中丸会員、赤木会員、野
澤会員、山本会員、當麻会員、小町会員、田中会員、
飯田会員、戸澤会員の11名で、例会終了後、第1回目の
指名委員会を開催いたしました。委員長に戸澤会員、
副委員長に小町会員が選出されました。早速例会が終
わって小町さんと相談して早い方が良いということに
なり、すぐ電話をして、その足で相羽さんの会社へ行き、
会長室に通されてすぐ、49代目の会長は指名委員会全
員で相羽さんを推すということになったので宜しくと
伝え、開口一番で｢はい、わかりました｣ということで
快諾頂きました。それから約一ヶ月、今日の年次総会
まで誰にも言えないで辛いものがありました。今日こ
こで晴れて大きな声で発表します。
　49代会長は相羽正会員ということになりましたので、
謹んで発表させて頂きます。

　こんにちは。先ほども話しましたが、来週の木曜日
クリスマス夜間移動例会開催いたします。18:30からで
すので、遅れないようにお願いしたいと思います。
　それと新年会のお知らせですが、来月の9日、会場は
あずまにてやる予定です。会費10000円で執り行いたい
と思います。回覧しますので早めの確認をよろしくお
願いいたします。以上です。

■田中クラブ管理委員長

■議長：野村会長

■戸澤指名委員長

次々年度会長予定者発表
2015～2016年度会長予定者　相羽　正　会員
◎承認・決定(全員賛成拍手)

■中丸会員研修副委員長

■委員長報告
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　クラブ概況にも記しましたように、今年度の活動方
針はロータリーの原理、理念、目的等基本的なことを
理解することと、職業奉仕を中心に各種の奉仕につい
て研修しようということでスタートしました。
第一回は、入会年の浅い6名の会員を対象に8月11日に
研修会を開催しました。テーマは｢東村山ロータリーク
ラブのしおり｣を中心に、ロータリーの基本的なことに
ついて勉強しました。
　第二回は、9月25日に開催された第一回地区職業奉仕
セミナーに参加しました。テーマは｢日本における商人
の道と心｣と題して、江戸時代の商業道についての講演
でした。当時の江戸、大阪の商人の心にも、奉仕の理
念が存在していたことは、ロータリーの職業奉仕に相
通ずるものがあったようです。
　第三回は10月3日、職業奉仕月間に因んで例会にて私
の卓話を行ないました。テーマは｢職業奉仕発生の原点｣
ということで主にシェルドンの二つの奉仕理論につい
てお話しました。職業奉仕というロータリー独特の原
理の実態は、このシェルドンの思想により開発され、
その後幾多の議論を重ね、1927年頃、職業奉仕の概念
が形成されたのであります。

■野澤職業奉仕委員長

総会の承認事項であります。提案事項は次期理事の選
任です。
次年度の五大奉仕委員長(理事)及び例会運営委員長(理
事)の発表をさせて頂きます。

クラブ奉仕委員長　　相羽　　正　会員(副会長)
職業奉仕委員長　　　中丸　繁男　会員
社会奉仕委員長　　　小町　幸生　会員
青少年奉仕委員長　　野村　裕夫　会員
国際奉仕委員長　　　山本　智治　会員
例会運営委員長　　　北久保隆一　会員(理事)

以上の皆様にお願いしましたところ、快くお引受け下
さいました。
ご承認の程、宜しくお願い致します。

■クラブ協議会(上半期を顧みて)

■司会：石山幹事

上半期を振り返って
　本年度野村会長は｢話と和で輪を広げ、ロータリーを
もっと身近に｣をテーマに掲げ、多くの諸先輩が築いて
来られた伝統と由緒あるクラブの更なる飛躍を願って
スタートし、石山幹事共々の名操縦のお陰で、早くも
半年を迎えようとしています。
　この半年を振り返りますと、例会運営は山本委員長・
各委員の皆さんのご協力により、会場設営・例会進行・

楽しい例会に努力され、スムーズな例会運営が行われ
ていることに感謝申し上げます。
　プログラム委員会におきましては、村越委員長はじ
め各委員のお陰で、各方面の方々の卓話により、例会
が楽しく過ごせていることに感謝申し上げます。特に9
月26日の米山奨学生の｢私と米山奨学会｣と題しての卓話、
10月31日のロータリー財団奨学生の｢ドイツ留学を終え
て｣の卓話には大変感動致しました。そして11月28日の
東大和ロータリークラブの女性会員の卓話は大変印象
に残りました。又女性のパワーを改めて感じさせられ
ました。卓話は例会の楽しみ・クラブの活性化に大変
大事な時間ですので、このような企画に感謝申し上げ
ると共に今後も継続してお願い致します。
　クラブ管理委員会は、週報の作成・会員の親睦の為
に大変ご苦労をかけていると思います。夏に行われま
した家族親睦夜間例会は、久し振りに西武園の花火大
会となり、田中委員長の熱い思いが45名もの大勢の参
加となり、夜空に咲く花火を楽しむことができました。
又野村裕夫会員初め皆様が発起人となり発足しました
歩こう会も回を重ね、歩きながらの会話を通じ、ロー
タリーの目的である親睦を大いに深めていただいてお
ります。幹事の方是非継続をお願い致します。
　会員増強委員会も當間委員長・各委員皆さんの努力
により、きっと下期には朗報をいただけるものと期待
しているところです。
　会員研修委員会は小町委員長、中丸・山本会員の会
長経験者により、ロータリーを理解するのにロータリ
ーの友を中心として、情報の発信を行っていただきま
した。
　以上大変雑駁ではございますが、皆様のご協力により、
上期のクラブの運営がスムーズに行われましたことに
感謝申し上げまして、上半期の報告と致します。

■赤木クラブ奉仕委員長

■赤木次年度会長

■相羽正次々年度
　会長予定者挨拶
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　7月10日、新宿センチュリーハイアットで社会奉仕委
員長会議が開催され、山本地区社会奉仕委員と一緒に
参加しました。2580地区各クラブから、社会奉仕委員長、
会長、幹事、100名弱が出席しました。
　また、東村山市産業祭について市の産業振興課に確
認したところ、ロータリーは昨年まで、5万円を産業祭
に寄付していた関係から、特別に市役所入り口の場所
を確保されていたが、来年から公共部門の場合、物販
は出来ないとのことでした。
　今年の産業祭では、ペットボトルキャップ5074個を
集め、5.9人分のポリオワクチンの寄付ができたことを
ご報告いたします。

■戸澤職業奉仕委員長

　こんにちは。国際奉仕委員会からの上半期の報告を
させていただきたいと思います。
　都内で行われた地区の国際奉仕委員会の会合に2回ほ
ど出席させていただきましたが、国際大会に是非大勢
の方を参加いただきたいと吉田ガバナーの方から要請
がございました。
　前回前々回に詳細はお話しましたとおりですが、現在、
当クラブから8人が参加していただくことになりまして、
その他もあわせて計21名の参加が決定している現状です。
引き続きご参加を募ります。よろしくお願いいたします。
　また、カンボジアの子供たちにきれいな水をという
ことで、皆さんに寄付金をお願いしてまいりましたが、
先週までに6万円の寄付金が集まっております。後4万
円ということだったのですが、さきほどの理事会で中
條青少年委員長の方から、同じ子供たち助けるんだから、
青少年の方の委員会の場で少し寄付したいとお申し出
いただきまして、青少年の方からも2万円ほど寄付いた
だきました。大変にありがとうございました。あと、2

万円ほど寄付を是非よろしくお願いいたします。
　樺澤委員長の方からメールをいただきました。｢年次
寄付について、常に会員一人一人150＄あまり2/3の会
員のご協力をいただきました。ありがとうございます。
残りの会員の皆様も分割でも結構ですので、来年の5月
までにご協力承りたくお願い申し上げます。恒久年金
につきましては一人一人に30＄のご協力をお願いする
計画でしたが、7月の地区の財団セミナーで会員一人一
人には目標掲げないと変更されましたことと、石山幹
事と田中会員のお二人から、それぞれ1000＄として寄
付をいただきましたので、会員一人一人にはお願いし
ないことといたしました。ポリオ基金には、町田会員
の温かいご奉仕に感謝を申し上げます。ポリオプラス
プログラムの活動資金の一部として、ペットボトルの
キャップの回収について、会長のご希望で計画しまし
たが、ポリオプラスプログラムの活動資金となるよう
に買い取っていただける業者がなく、意向を断念しま
した。グローバル補助金について、地区補助金につい
て約1年前に申請する必要があり、当クラブでも皆様の
代表である、補助金を有効に活用する奉仕プロジェク
トと実行できるクラブ体制内の組織、体制を確立する
ように提案しておりますが、全く反応がありません。
50周年の記念のプロジェクトにしても補助金を有効に
活用するには、そろそろ検討する必要があると思って
おります。今後ともロータリー財団にご理解とご協力
をお願いして、財団委員会の報告とさせていただきます。｣
とメールは以上ですが、ロータリー財団の方に毎年100
＄ずつ寄付しており、当クラブとしてほとんど今まで
地区の方からの補助金を申請していただくことが無か
ったということで、補助金は早めに申し込まないと受
けることができませんので、せっかく50周年を迎える
わけで申し込みの体制を作り、是非お申し込みをいた
だきたいということですので、よろしくお願い申し上
げます。

■相羽国際奉仕委員長

　こんにちは。事業の活動としましては、一番最初に
言われましたのは、中学生の国立大会こちらの方をし
っかりやっていただければとのことでありましたが、
こちらがなくなってしまったということで、それでは
何をやっていいかと途方に暮れていたところ、快く法
人会つながりではありましたが、多摩納税貯蓄運営連
合会の会長にお願いして、すばらしい作文を作ってい
るたくさんの中学生がおり、内閣総理大臣賞もあると
いうことで東村山の地域としても協力できないかとい
うことで話をしたところ、意外に否定的ではなかった
ので押してみました。なんとか、この組織の中ではじ
めて東京東村山ＲＣ賞というのを取り上げていただけ
るということになりまして、おかげさまではじめての
事業ではございますが、まだ終わっていないのでしっ
かりと12/17、会長とともに市役所の北庁舎に伺いしっ
かり見届けて、そして、さきほど理事会でも中学生に
是非この場で読み上げていただいて、緊張してしまう
かもしれませんが、フォローしてあげて、地域にこう
いった子供たちがいるということで皆さんに披露して

■中條青少年奉仕委員長

　第四回は、11月26日に開催された、第二回地区職業
奉仕セミナーに参加しました。今回は地区職業奉仕委
員会がまとめた｢ロータリーものがたり｣というＤＶＤ
を鑑賞しました。これは主にロータリーの創始者ポール・
ハリスの生い立ちをロータリー創立までの経過をまと
めたものでした。このＤＶＤを頂いてきましたので、
次回の研修で使いたいと思います。そして後半は｢職業
奉仕の思想とロータリーの発展｣というテーマで、地区
委員によるパネルディスカッションでした。
　第五回を12月中旬に計画しましたが、対象会員の日
程が合わなく、また多忙な時期でもありましたので、
年明けの下半期に送ることとしました。
　以上、職業奉仕委員会の上半期の事業報告と致します。



東京東村山ロータリークラブ

■閉会点鐘：野村会長

5.2014年夜間新年移動例会について
　　石山幹事より、1月9日(木)東村山西口の割烹あ
　づまにて夜間新年移動例会を夜6時30分より会費
　10000円にて行うとの報告がありました。
　→承認されました。

6.1月度理事会変更の件
　　石山幹事より、次回理事会は1月1日が水曜日の
　ため、1月9日夜間例会が始まる前の夕方5時30分～
　6時15分の間に、割烹あづまにて行うことにしました。
　→承認されました。

7.東京ロータリークラブより協力依頼の件
　　東日本大震災の支援活動として、2013～14年度
　｢東北すくすくプロジェクト｣に対する協力支援と
　して1クラブ5万円の要請がありましたが、単一ク
　ラブの事業になぜ他のクラブが協力するのかとの
　意見などが出ました。
　→承認されず、今回は見送りさせていただくこと
　　になりました。

8.フィリピン台風災害義捐金について
　　ガバナー事務所より義捐金願いの案内があり、1
　人1000円×30人で30000円を特別会費から拠出して
　送金することにしました。
　→承認されました。

9.中学生税の作文、表彰式について
　　中條会員より、12月17日の表彰式に野村会長と
　共に参加し、東京東村山ロータリークラブ会長賞
　(20000円)を授与してくるとの報告がありました。
　→承認されました。

10.青少年奉仕委員会より国際奉仕委員会の活動への
　 賛同について
　　中條会員より、相羽国際奉仕委員長が行ってい
　るカンボジア井戸への寄付について、｢きれいな水｣
　は青少年の育成にも大変重要な要素であるとの考
　えから青少年奉仕委員会の活動としても賛同した
　いとの希望があり、青少年奉仕委員会の活動資金
　から20000円を寄付することにしました。
　→承認されました。

11.市民駅伝大会協賛の件
　　田中会員より、1月12日(日)に狭山公園にて開催
　される、市民駅伝大会への協賛依頼があり、協賛
　金50000円を社会奉仕委員会の予算より拠出するこ
　とにしました。(クラブとしてエントリーするかど
　うかは未定です)
　→承認されました。

■第6回(12月度)理事・役員会

2013年12月5日(木)　
於　八坂神社　応接室　11:30～12:10

【議　　題】
1.11月の収支明細報告について
　金子会計より、11月の収支報告がありました。
　→承認されました。

2.｢バギオ基金｣寄付について
　　野村会長より、約1ヵ月半の間、例会にて募金箱
　を回させていただき、21185円集まりました。また
　数名の会員さんが個別に寄付され、会長自身が
　50000円を加えて寄付することにより目標額に到達
　しますので、募金は終了します。
　→承認されました。

3.東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金について
　　野村会長より、吉田ガバナーからの東ヶ崎潔記
　念ダイアログハウスへの寄付への協力要請に応え
　る形で、すでに出来上がっているログハウスに募
　金するとはいかがなものかとの意見も出ましたが、
　当会としては募金箱による任意での寄付を募るこ
　とにし、今月より募金箱を回していきます。
　→承認されました。

4.カンボジア井戸への寄付について
　　相羽国際奉仕委員長より、目標額の10万円にま
　だ届かないため、引き続き募金箱を回すことにし
　ます。皆さんご協力お願いします。
　→承認されました。

いきたいと思います。また青少年事業としては職場体
験を個別にやってらっしゃる方々も多いと思います。
地域にたくさんの青少年事業があり、地域とのつなが
りがもっとできるように後期は、有意義に積極的に取
り組んで考えて参りたいと思います。
　また、先ほど国際奉仕委員長の相羽さんの方から、
カンボジアの井戸ということで話がありましたが、大
変すばらしい事業であると思います。カンボジアはす
でに高級コンドミニアムが立ち上がって、どんどん建
築ラッシュですごくなっている部分もありますが、実
際はまだ飲み水に困っている子供たちがいるのが現状
で同じ地球に住む者として、子供たちの不幸は放って
おけないという立場で、協賛をさせていただけるのは
うれしいことだと思います。これもまた皆さんの大変
貴重なお金でありますから、慎重にことを進めなけれ
ばいけないと思います。
　兎にも角にも、今回はじめて理事会に参加させてい
ただいた上に委員長という立場で委員のメンバーさん
には何もできることなく不甲斐ない限りでありましたが、
後期はできる限り頑張ってまいりたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。


