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今年度会長テーマ
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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：
　北久保例会運営委員

■会長報告 野村会長

改善するために、地域の女性を結束させたアン・ジ
ャービスさんの活動にヒントを得て、アン・ジャー
ビスの死後1907年5月12日にその娘のアンナ・ジャ
ービスさんが深く愛した亡き母を偲び、母が好きだ
った白いカーネーションを協会の記念会に贈ったの
が母の日の起源と言われています。
　日本でもアメリカでも5月の第2日曜日と定められ
ています。現在は母が存命中は、赤いカーネーショ
ンで、亡くなっている方は白のカーネーションを贈
るそうです。ピンクやその他の色のカーネーション
の意味はわかりません。
　またカーネーションには、｢十字架に架けられる
キリストを見送った聖母マリアがこぼした涙が落ち
た地面に咲いた｣という伝説があります。古くから
母性愛の象徴として存在していたお花のようです。
　また、これから咲き始める紫陽花の花について少々
お話したいと思います。もともと原産は日本だとの
事。海外で品種改良されたものが西洋紫陽花と呼ば
れています。生け垣や道路脇で見かける紫陽花は、
場所によって赤かったり青かったりします。これは、
土に含まれるアルミニュウムのイオンが溶け出して、
吸収されることによって、花の色が変化します。も
う皆さんご存じかと思いますが、土が酸性だと花の
色は青くなり、逆にアルミニュウムのイオンが溶け
にくいアルカリ性の土だと吸収しにくくなって赤く
なるそうです。日本の国土はほとんど酸性土壌なの
で、青い花が多いそうです。このメカニズムを応用
して、吸収させるものを調整し美しい花の色を生み
出し、品種改良を重ねて色々な花の色が楽しめる様
になってきているそうです。
　あともう一つ。胡蝶蘭を贈るのは何故なんだろう？ 
開店祝いや設立祝い、お悔やみやお供えにも贈る事
が出来るある意味万能の贈答品として有名な胡蝶蘭
ですが、何故この花を贈るのか？ 一つには｢幸福の
飛来・到来｣という花言葉を持つ事と、もう一つは
実用的に、2ヶ月程非常に長い期間花を楽しめるか
らだと言うことです。
　以上職場に来るお花屋さんからのお話を纏めてみ
ました。

母の日について
　皆さんこんにちは。今日は母の日が近いので、そ
れにまつわるお話とこれから咲き出す紫陽花その他
の豆知識をお話ししたいと思います。
　世界中で日にちが、バラバラの母の日の由来は、
諸説ありますが、日本の場合はアメリカの影響を受
けているようです。南北戦争で負傷兵の衛生状態を

■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：
　村田会員



東京東村山ロータリークラブ

■幹事報告 石山幹事

■国際ロータリー日本事務局：
　2014年5月のロータリーレート　1ドル＝102円

■ガバナー事務所：
　2014～15年度地区委員就任承諾のお願い
　地区バギオ基金支援委員会
　副委員長：野村高章会員

■国際奉仕委員会：
　国際奉仕活動及び姉妹クラブについてのアンケー
　トのお願い
　回答期限　5/20(3名のうち1名回答)

■社会奉仕委員会：
　今年度第8回、次年度第2回地区社会奉仕合同委員
　会開催の案内について
　5月23日(金)　15:00～
　於　ガバナー事務所

■インターアクト委員会：
・国際ロータリー第2580地区(東京)リーダーズキャ
　ンプの案内について
　2014年6月13日(金)～14日(土)　17:00
　於　国際オリンピック記念青少年総合センター
・2014～15年度第51回インターアクト年次大会開催
　の案内と協力のお願いについて
　2014年8月3日(日)　8:15～
　於　ホテルラングウッド
　※未提唱クラブ：30,000円の協力金

■東京青梅ロータリークラブ：
　2014～15年度数野ガバナー補佐・小峰分区幹事激
　励会の案内
　2014年7月4日(金)　18:00～
　於　フォレストイン・昭和館(車屋)

■那覇西ロータリークラブ：
　再度｢サンゴ植え付けダイビング｣参加者募集
　2014年6月15日

■東村山市役所企画政策課：
　市制施行50周年記念事業実行委員会委員の委嘱に
　ついて
　｢市制施行50周年記念事業実行委員会｣の委員の依頼
　第1回実行委員会　平成26年5月16日(金)　13:30～
　於　東村山市役所いきいきプラザ

■例会変更：
　東京福生中央ＲＣ　5/21(水)→親睦旅行 他

■回覧：
　バギオだより
　所沢中央ＲＣ週報

■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 23 0 4 85.19
■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：88.46％
■前々会メークアップ者：
　相羽会員：名古屋守山ＲＣ
　赤木会員：地区研修協議会
　飯田会員：名古屋守山ＲＣ
　石山会員：名古屋守山ＲＣ
　中丸会員：名古屋守山ＲＣ
　野澤会員：名古屋守山ＲＣ
　田中会員：名古屋守山ＲＣ
　當麻会員：地区研修協議会
　戸澤会員：名古屋守山ＲＣ
　山本会員：名古屋守山ＲＣ

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　次年度赤木会長、次年度田中幹事、地区
　　　　　　協議会の報告頑張って下さい！
　　　　　　野澤会員写真ありがとうございました。
◆野澤会員：過日、練馬西ＲＣにて卓話をさせて頂き
　　　　　　ました。このクラブはお客さん等、外部
　　　　　　者からのニコニコは一切受け取らないこ
　　　　　　とになっていました。頂いた交通費とし

西河クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■ご結婚祝月：
　野澤会員、樺澤会員

■会員誕生祝月：
　山本会員
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■野澤職業奉仕委員長

　本年、職業奉仕のセミナーを開催して参りましたが、
最終会の研修を6/18に行う予定でおります。時間と
場所は打ち上げも行いますので、おそらく｢たきび｣
になるかと思います。改めてご連絡します。
　残念ではありますが、5/16日旅行に行っている時
に第三回地区職業奉仕委員会の公開講座が開催され
ることになりました。残念ながら欠席ということに
なります。

ロータリーの友の記事の紹介をさせていただきます。
　P7、｢私たちの活動｣ということで記事があります。
　P24、インドでポリオの撲滅ということで記事が載
っております。アフガニスタン、パキスタン、ナイ
ジェリアとここでまだ残っていますが、最近またア
フリカでおそらくイエメンかソマリアのあたりだと
思うのですが、またポリオが出たと言っております
ので、まだ先は長いのかという気がいたします。
　P26、我が地区から野崎さんが出ております。毎回
米山奨学生の記事はすごくいい記事が載っています。
今回は台湾の黄仁安さんという大きな海運会社を経
営されて神戸のＲＣにお世話になった旨の記事が載
っております。
　P35、ロータリー入門｢GlobalOutlook｣というのが
載っております。この中で、P39、先進国というのは
ロータリーの会員数が減っております。アメリカ/日
本/イギリス/オーストラリア/カナダ。発展途上国と
いってもいいかと思いますがインド/韓国/台湾/ブラ
ジルが出てきます。先進国の中でなぜドイツが増え
ているのか？ということがP38に書いてありますが、
どういうことをやれば増えるのかということを深く
掘り下げていただければと思った次第です。
　右開きのP17、｢内モンゴルにおける砂漠化｣という
ことが書いてあります。いろいろあるのですが、よ
く日本は植林をしようと言いますが、実は植林が砂
漠化に影響してしまっているのではないかという意
見をこの留学生は書いております。これもお読みい
ただければと思います。
　P16には、｢職業奉仕とロータリーのアイデンティ
ティ｣という記事があります。非常に難しいですが私
もそうだなと思ったのは、日本人は宗教観がないので、
奉仕の理念はどのように持ったらいいのかと。これ
は外国からの受け売りではうまくいかないのではな
いかと言う気が私もしておりましたし、そのような
記事が載っております。
　P18最後になりますが、先日も歩こう会がありまし
た。ストレッチと歩き方という記事で、ウォーキン
グの正しいフォームというのがありますので、歩こ
う会の参加の皆さん、このように歩くとよろしいと
いうことであります。

■田中クラブ管理委員長

　炉辺会合のご案内です。
　本日18:30よりあずまにて、明日18:30よりすしこ
うにて行います。大勢の皆様のご参加をお願い致し
ます。

■中丸会員研修委員長

本日のニコニコ合計：   17,000円
　　累　　　計　　：1,231,324円

■委員長報告

■野村クラブ管理・
　米山奨学会委員長

クラブ管理委員会からの報告です。
　来週の木金で親睦旅行を予定しておりますが、参
加される方のポストにはすばらしいしおりを入れて
あります。非常に見応えがありますので、最初から
最後までご確認ください。
　当日は5/15(木)6:00東村山駅東口に集合をお願い
します。時間厳守でお願いします。気仙沼南ＲＣの
例会に参加する際はネクタイ着用ということでよろ
しくお願いします。

米山奨学会からの連絡です。
　3月4月とプラスアルファの寄付をお願いしまして、
最終合計で11万2千円ということになりました。目標
までは届きませんでしたが、ほぼ近いところまでい
きました。すでに事務局の方から米山奨学会の方に
は納付をさせていただきました。皆様方のご協力に
感謝をいたします。ありがとうございました。

　　　　　　ての謝礼は次週ニコニコにと入れてきま
　　　　　　したが。。。北久保会員、ご同行ありが
　　　　　　とうございました。
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■クラブ協議会

■赤木次年度会長

クラブ会長エレクト研修セミナーに参加して
　去る3月18日、池袋ホテルメトロポリタンに於きま
して、次年度クラブ会長エレクト研修セミナーが開
催されました。その報告をさせて頂きます。
　初めに地区役員、地区委員長の紹介がありました。
続いて吉田健二ガバナーより、先般行われました地
区大会が盛大に行われ、成功裏に終わることが出来
たことへのお礼の挨拶がありました。又、クラブの
リーダーとして、ロータリアンのリーダーシップと
は何かについて話されました。

◆鈴木孝雄ガバナーエレクトの国際会議報告
　本年1月11日～20日の間、世界534地区のガバナー
エレクトが参加しました国際会議について、鈴木孝
雄ガバナーエレクトより報告がありました。

　2014-2015年度、国際ロータリー会長(ゲイリーＣ
Ｋホアン氏)、台湾からの初めてのＲＩ会長です。台
湾のカラーなのでしょうか、テーマはLight up Rotary
｢ロータリーに輝きを｣です。その内容は、ロータリ
ーをどう輝かせるのか、それは皆さん次第です。自
分が何を得意とするのか、それはご自身がよくご存
知のはずです。地域社会が何を必要としているのか、
そしてどう支持できるのかは、各々のロータリアン
がおわかりでしょう。一人一人が輝きを持って下さ
いと話されました。

　現在ロータリーは、公共イメージ向上のためのメ
ッセージを発信するように取組んでいます。もっと
多くの人にロータリーの活動を知ってもらうために、
ロータリーデーが提案されました。

　ロータリーデーとは、地域社会の人々に楽しみな
がら、ロータリーの情報を学んでもらうイベントを
催し、又イベントに参加しロータリーを紹介すると
いう、とてもシンプルなものです。これによって入
会への関心をもってもらい、ロータリーについてよ
り良く理解してもらい、ロータリーのイメージを高
めようと言うことです。又、これは会員増強にもつ
ながることになることでしょう。

　そして、このロータリーデーは、各クラブや地区
によるロータリーデーに加えて、現ＲＩ理事やその
他シニアリーダーの支援の下、全国ロータリーデー
の開催も予定されています。
　そして、ロータリーデーを実施し、成功させたク
ラブに対して地区ガバナーからの表彰もあるそうです。
又、2015年サンパウロで開催される国際大会で、実
施したロータリーデーのイベント風景の写真の紹介
やビデオコンテストも行なわれ、最優秀作品にはホ
アン会長から特別表彰の品が贈呈され又、又国際大
会で上映することが検討されているそうです。

◆鈴木孝雄ガバナーエレクトの次年度方針とクラブ
　への要望
　鈴木孝雄ガバナーエレクトから特に次年度方針は
示されなかったが、ロータリアンが自分が他人にし
て欲しい事を先にしてあげる、この精神で特色のあ
るクラブを作りなさいと言われました。
そしてクラブへの要望事項として、
●会員増強
　ロータリーを発展させ、又ロータリーを継承し、
　クラブの活性化を計るためにも会員増強が必要で
　ある。特に若い世代の会員増強を奨励してもらい
　たい。そのため例会時間、会費等の検討が必要。
●職業分類の見直し
●ロータリーのイメージアップの向上
　ロータリーとして、地域にできることは何かを検
　討してもらいたい。
●卓話に関して
・ガバナー補佐に年4回程度各クラブを訪問する時に
　挨拶ではなく30分の卓話をお願いしたい。又、ク
　ラブ協議会、フォーラムに招いてもらいたい。
・青少年交換生、インターアクトを卓話に招いても
　らいたい。
・会員卓話、特に内部卓話を充実してもらいたい。
　一業種一会員の原則をもっと有効に活用してもら
　いたい。
・地区委員会に出席した委員から地区の報告を行っ
　てもらいたい。
・ロータリー財団、ロータリー希望の風奨学金につ
　いての寄付のお願い。
・ロータリーの認識を高める。ガバナー補佐が研修
　委員となり分区の新入会員研修を行う。

◆クラブ会長の任務
　上野操地区研修リーダーより、まずＲＩの組織等
の説明を受けた後、クラブ会長の任務についてのお
話しがありました。各クラブ運営は全て手続要覧に
定められているので、まず手続要覧を熟読しなさい。
そして全て手続要覧に基づいた活動を行うこと。

◆2014-2015年ガバナー補佐の次年度活動方針
　次年度多摩地区ガバナー補佐、青梅ロータリーク
ラブ数野国明ガバナー補佐の方針が発表されました。
・地域行政と密着したロータリー活動。
・地域の特徴を生かしたロータリー活動。
・会員増強は特に若い会員の増強。これによってク
　ラブに新しい活力を注入する
・例会のあり方を検討する。例会30分前に集合し会
　員同士の談話を計る。

◆石橋正男ロータリーの友地区代表委員より、ロー
　タリーの友の活用方法等についての説明がありま
　した。

◆ガバナー公式訪問
　吉田秀得2014-2015年地区幹事よりガバナー公式訪
問についての説明があり、本年度当クラブの公式訪
問は7月31日に決定しました。

以上ご報告致します。

終わりに研修セミナーに参加し、本年度のＲＩテー
マ｢ロータリーに輝きを｣そして鈴木孝雄がガバナー
エレクトの方針を受けまして、次年度の当クラブの
方針を決定いたしました。
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■閉会点鐘：野村会長

■田中次年度幹事

地区研修協議会に参加して
　次年度がもうすぐそこまでと感じるようになりま
した。
　今年度の野村会長、石山幹事、あと一月以上残っ
ていますが大変にお疲れ様です。残りの期間、頑張
ってください。陰に日向にクラブ管理委員長の立場
をご支援頂きました事、感謝申しあげます。有り難
うございます。

　4月15日、2013～2014年度の地区研修協議会に参加
させて頂きました。
いくつか話がでました 内容をお話させて頂きます。

1.魅力あるクラブ運営が大切なのではと、魅力がな
　いと出席率も悪くなるのではと。
2.若い会員の入会を勧め、クラブの状況に合わせ夜
　間例会の進め、会費の減面も含め、入会しやすい
　環境作りも大事なのではと。
3.ロータリーデイを作ったらどうか、植樹祭など、
　クラブ独自で考えてもらいたい。
4.地区協議会に出席した場合、出席委員の報告を早
　めに時間を取って頂き、各クラブに持ち帰り、方
　針・方向を共有してもらいたい。
5.会長・幹事・増強委員長、トップ自ら会員増強に
　努めなくてはならないのではと話が出ました。

　分区の研修の充実、分区の盛り上げ、ガバナー補
佐 重んじ 例会の訪問の時 卓話の時間を15～30分取
ってもらい、地区の委員会の活用等々、色々と話が
でました。
　次年度幹事として不安だらけ、自分でいいのかと
の思いもありますが、赤木次年度会長さんのテーマ｢み
んなで熱く語ろう ロータリーを｣を実践し、私自身
ロータリークラブの活動に感動し入会しました。常
に熱く語り、赤木次年度会長さんを支える事が出来
ましたら幸いです。会員の皆様お一人お一人を大事
に思い、真心つくし。また、皆様お一人お一人に支
えて頂けましたらこれ以上の喜びはありません。長
いようで短い期間、一年ですので、死ぬ気で頑張り
ますのでどうぞよろしくお願いします。
　以上です。

■第11回(5月度)理事・役員会

2014年5月8日(木)
於　八坂神社 社務所　11:30～12:10

【議　　題】
1.4月の収支明細報告について
　　金子会計より、4月の収支報告がありました。
　→承認されました。

2.第51回インターアクト年次大会の協力金について
　　野村会長より、2014-15年度、第51回インタ
　ーアクト年次大会開催について、当クラブは未
　提唱クラブです。そのために、未提唱クラブ協
　力金を例年支払っているので、今年度も30000
　円の協力金を支払うことにしました。
　→承認されました。

3.市制施行50周年記念事業実行委員会、委員の委
　嘱について
　　野村会長より、26年10月26日に開催予定の市
　制施行50周年記念事業における実行委員会の委
　員をロータリークラブより1名選出するにあたり、
　次年度事業の案件なので、次年度の赤木会長に
　一任することにしました。
　→承認されました。

4.5月29日の例会について
　　5月29日はシドニー国際大会に野村会長・石
　山幹事が参加の為、次年度の赤木会長・田中幹
　事に会長幹事代行並びに例会進行をお願いする
　ことにしました。
　→承認されました。

■連絡事項■

①野村会長より、会員増強について竹田氏の再入
　会を促していた件ですが、諸事情により今年度
　中の再入会は無理そうなので、次年度の赤木会
　長に委ねることにしました。

②石山幹事より、次回の理事役員会について、次
　回は新旧合同の理事役員会になります。6月4日、
　水曜日夜6時30分より｢たきび｣にて行います。


