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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2318回例会 2014.7.24

ロータリーに
輝きを

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：北久保会員

■点鐘：赤木会長

■合唱：ロータリーソング
　｢それでこそロータリー｣
◆ソングリーダー：
　野澤会員

■お客様紹介：
　野村パスト会長

■挨拶：
　多摩分区ガバナー補佐
　数野国明様

◆ゲスト：
　多摩分区ガバナー補佐
　数野　国明様

◆ゲスト：
　多摩分区幹事
　小峰　博昭様

　皆様こんにちは数野国明です。
　鈴木ガバナーから次週の公式訪問では、特に要望
は出ていません。昨日地区の連絡協議会がありその
席で今日で7つ目の公式訪問が終った旨の報告があり
ました。昨日が東京6クラブ、本日が武蔵野分区、多
摩分区が来週で最後になります。
　鈴木ガバナーに来週は、伝統ある東村山ロータリ
ークラブを沢山宣伝してきました。青梅ロータリー
クラブも東村山さんをマネして今年度は、当クラブ
の会員である御岳山(武蔵御岳神社)で金井会員(宮司)
にお願いしお参りをして来ました。青梅市には、68
の神社があります。東村山では、12か13です。青梅
に神社が多いのは、昔6つの村が合併して出来たため
です。昨年は、伊勢神宮と出雲大社で20年、60年に
一度の遷宮がありました。昨年の8月3日、4日伊勢神
宮で遷宮に因んだ一連の行事の中にお白石持ち行事
があり青梅から40名、西多摩から80名計120名で行っ
てまいりました。地元で10万人、全国から50万人計
60万人が作業を行いました。
　ちなみにこの伊勢神宮の神道の会長をされている
のが先代の社長であるトヨタ自動車の豊田正一郎さ
んです。出雲大社の会長は、やはりトヨタ自動車の
奥田さんです。豊田正一郎さんが何故神道を大事に
するか？それは、神道には未来を信じて生きる事が
できるからだそうです。
　トヨタ自動車は、20年、30年先を見て信じて物事
を進めている。だから神道を行っているそうです。
私がさすがだなーと思うに神道の言葉で常に若いと
書いて常若(とこわか)と言う字がそういう意味だそう
です。広壮なお話をしようと思いましたが次週のガ
バナーにお任せします。
　7月31日のガバナー公式訪問では、宜しくお願い致
します。
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■出席報告 野村(裕)会員

■幹事報告 田中幹事

■ガバナー事務所：
・米山梅吉記念館の件
　第2620地区(山梨・静岡)のガバナーより米山梅吉記
　念館寄付依頼状の受理
　→各クラブの判断
　・会員一人当たり500円の寄付を
・ボーイスカウト日本連盟からの支援要請について
　2015年までの各年度ごとに1クラブ年額1口(1万円)
　以上の要請
　・第23回世界スカウトジャンボリー
　　平成27年7月28日(火)～8月8日(土)
　　於　山口県 きらら浜
・ロータリー情報冊子の紹介について
　ロータリー情報研究会発行による各冊子の紹介
　→前年度購入済み
・ガバナー事務所夏季休暇について
　8月11日(月)～15日(金)
■国際奉仕委員会：
・ブラジルサンパウロ国際大会アンケートについて
　会長・幹事・国際奉仕委員長のいずれか1名が代表
　で回答
　締切：8月25日(月)
・ＤＶＤ｢国際ロータリー年次大会｣の受理について
　4月開催の地区研修協議会について
■例会変更：
　東京秋川ＲＣ　7/31(木)→夜間例会
　　　　　　　　8/14(木)→休会
■回覧：青少年奉仕情報

■会長報告 赤木会長

　本日は、大変お忙しい中、又大変お暑い中、東京
青梅ロータリークラブの数野ガバナー補佐、小峰分
区幹事おいで頂きまして大変有難うございます。
又、数野ガバナー補佐には後程卓話をお願い致しま
して、重ねてお礼申し上げます。
　先週、7月18日に親クラブであります東京立川ロー
タリークラブを田中幹事と、二人では心許ないので
野澤パスト会長と表敬訪問致しました。会員ゲスト
併せて110名を超える例会は活気に満ち圧巻でした。
例会の1時間があっという間に過ぎ去ってしまいまし
た。改めて会員増強の重要性を感じて参りました。
一人一人皆で会員の増強を致しましょう。
　さて、先日珍しい｢納税の歌｣という歌詞を手に入
れましたので皆様に配布致しました。これは昭和23
年12月(私の誕生年月と同じですが)に大阪財務局が作
成した歌で、全国の小学校で教えられ、歌を通じて
子供達は税の大切さを自然に学んだそうです。この
歌は戦後、国の復興のため、国民が力を合わせてい
た時代に作られた曲であり、当時の国民の意気込み
や絆が感じられる内容になっています。現在は歌詞

カードや楽譜は残ってなく、古いレコード盤だけが
税務大学校租税史料室に保管されています。今一
度、この想いをもって日本の復興につながればとこ
の歌を復元したそうです。この歌の5番の歌詞は、今
の政治に携わる人に歌っていただきたい歌詞です。
そうすれば今の巨額の財政赤字を招くことはなかっ
たことでしょう。

■挨拶：
　多摩分区幹事
　小峰博昭様

　皆さんこんにちは、分区幹事の小峰です。
　本日は、青梅が担当するIM(10月14日(火)フォレス
トイン昭和館)についてお話させて頂きます。
　ロータリークラブにとってIMとは何なのか？今一
度考えてみたいと思います。我々は、来られる方々
に満足して頂けるよう頑張っているのが実行委員長
の原島かずとしさんです。
　50周年は、とことんやる原島さんが全てを仕切っ
て大成功を収めました。因みに今年度のRI会長のテ
ーマ、ライトアップロータリー(ロータリーに輝きを)
を掲げてあります。我々は、多摩分区としてロータ
リーに輝きを→多摩分区から→多摩分区は貴方から
を題にしています。これは、100％出席を願うための
ものです。皆様是非IMは、100％の出席をお願いい
たします。
　当日は、テーブルディスカッションを行います。
各会長に発表して頂き講評を吉田直前ガバナー、感
想を小澤パストガバナーにお願いしています。出席
報告については、何回かに分け合同例会後に現在何
％、講演会の後に何％、テーブル・懇親会で何％と
言ったように報告していきます。
　皆様ご協力よろしくお願いいたします。
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本日のニコニコ合計：   25,000円
　　累　　　計　　：  259,000円

■委員長報告

■米山奨学委員会：
　野崎委員長

■社会奉仕委員会：
　小町委員長

　7月19日～21日までモンゴルに行ってきました。ジ
ャンチブさんが2001年にモンゴル高校を作り今年の9
月に高等専門学校と大学が出来る予定です。
　モンゴルロータリークラブの会員は、現在約300名
です。

　18日に地区の社会奉仕委員会でホテルメトロポリ
タンに行ってきました。大きく分けて3点のお話があ
りました。
　1つ目は、各クラブの東北被災地の支援活動のアン
ケートの集計報告。東村山も2年間に渡り福島、気仙
沼に行き支援と現況の視察を行った事の報告。
　2つ目は、財団補助金の決定プロジェク報告。赤木
会長の基で奉仕活動を決めて新しい東村山RCプロジ
ェクトを立ち上げる。
　3つめは、ロータリー希望の風の奨学金について上
野パストガバナーから30分にわたるお話がありまし
た。現在4億2千万円を使い順調に専門学校、短大、
大学生のお金の給付を行っています。詳細は、ロー
タリーの友に記載がされています｡

■クラブ協議会

■司会：田中幹事

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

27 23 0 3 88.46
■前々回メークアップ修正後前々会欠席：1名
■前々回出席率メークアップ修正後：96.30％
■前々会メークアップ者：
　中條会員：地区委員会

西河クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆多摩分区数野ガバナー補佐、小峰分区幹事：
　　　　　　当日よろしくお願い致します。いつも美
　　　　　　味しいお食事有難うございます。
◆赤木会長、田中幹事：
　　　　　　東京青梅ロータリークラブ数野ガバナー
　　　　　　補佐、小峰分区幹事、本日は大変暑い中､
　　　　　　ガバナー訪問前にご来訪いただきまして
　　　　　　大変有難うございます。本日はよろしく
　　　　　　お願い致します。
◆野澤会員：数野ガバナー補佐、小峰分区幹事、たび
　　　　　　たびのご来場ありがとうございます。来
　　　　　　週もよろしくお願いします。もうこれき
　　　　　　りで結構です。
◆野崎会員：元米山奨学生で新モンゴル高校創立者の
　　　　　　ジャンチブ氏の招きで、板橋米山奨学会
　　　　　　理事長を初め5名でモンゴルへ行ってき
　　　　　　ました。来春、来日予定の30名のうち20
　　　　　　名と懇談し、また、次の日は今年発足し
　　　　　　たモンゴル学友20数名と懇親、またこれ
　　　　　　とは別にモンゴルＲＣ5クラブの代表者
　　　　　　と友情を深めました。
◆相羽会員：北久保さん、初孫誕生おめでとうござい
　　　　　　ます。子供の成長は早いですよ。すぐに
　　　　　　じいじいと言われるようになりますね。
　　　　　　また写真ありがとうございます。
◆樺澤会員：数野ガバナー補佐、小峰分区幹事様、ご
　　　　　　苦労様です。歩こう会、脚を引きずりな
　　　　　　がらご迷惑をお掛けしました。
◆小町会員：数野ガバナー補佐、小峰分区幹事、本日
　　　　　　もよろしくお願いします。先日の歩こう
　　　　　　会、天候もＯＫで楽しく歩いてきました｡
　　　　　　北久保会員、写真ありがとうございました｡
◆野村(高)会員：
　　　　　　数野ガバナー補佐、小峰分区幹事、よう
　　　　　　こそお越し下さいました。ご指導の程よ
　　　　　　ろしくお願いいたします。
◆野村(裕)会員：
　　　　　　｢歩こう会｣の写真、ありがとうございま
　　　　　　した。

ガバナー公式訪問リハーサル　５大奉仕委員長他

■クラブ奉仕委員会：
　相羽委員長
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■閉会点鐘：赤木会長

1 例会運営委員会　　北久保隆一 委員長
2 プログラム委員会　野崎　一重 委員長
3 クラブ管理委員会　飯田　能士 委員長
4 会員増強委員会　　荻野　　昇 委員長
5 会員研修委員会　　中丸　繁男 委員長
今年度は、この5委員会に支えられて1年間頑張ります｡

■会員増強委員会：
　荻野委員長

　東村山ロータリークラブ50周年に向けて皆様増強をし
ましょう。
　現在の27名では、50周年を迎えることは、出来ない！ 
せめて30名いや40名まで増やして行いたい。今年度は、
増強と退会のバランスを考えて１年間頑張ります。

■職業奉仕委員会：
　中丸委員長

　赤木会長のテーマを基に１年間頑張ります。
　本年度は、10月23日の例会で無作為で5名の会員に私
の職業について卓話をお願いします。職業奉仕について
造詣の深い会員が2名ほどいますのでお力を借りて上期
を行います。その後、炉辺会合を開催していきます。

■国際奉仕委員会；
　山本委員長
　欠席のため
　當麻パスト会長

　欠席のため次週の公式訪問番本番で！

■青少年奉仕委員会：
　野村(裕)委員長

　1年間宜しくお願い致します。青少年奉仕は、2580地
区方針である3つめの課題であります。赤木会長の地域
の行事に積極的に参加する。社会奉仕、国際奉仕と密
に連携していきます。

■社会奉仕委員会：
　小町委員長

　本年度は、赤木会長のテーマ輝きのあるクラブを基に
奉仕活動の長期にわたるプロジェクトを近い内に立ち上
げます。
　青梅さんは、本年度東大和さんと青梅さんの2クラブ
です。
　本年度の親睦旅行も是非3度目の訪問として東北被災
地を訪問したいと思います。
　産業祭の模擬店の出店については、種々検討し決定
いたします。

■第6回 歩こう会

2014年7月19日(土)
狭山丘陵周り(野山北公園・六道山公園)
■往路：
AM8時45分東村山西口集合→AM9時00分発立川液行
き西武バス→20分で奈良橋着→AM9時30分発奈良橋
→多摩湖周遊道路→上堤防南→上多摩湖周遊道路→
AM10時30分かたくりの湯着→野山北公園、六道山
公園(11時30分昼食お弁当)
12時30分→13時00分箱根ヶ崎着(歩き2時間30分)
■復路：
13時45分箱根ヶ崎発→小平行都営バス→14時00分東
大和駅着→小平駅→東村山駅(解散)
■参加者：
小町幸生・山本智治・野村裕夫・相羽正・荻野昇・
樺澤譲・北久保隆一の計7名と(赤木盛一会長の差し
入れのおにぎり)

　お昼過ぎ雨に降られました(-_-;)が有志７名と赤木
盛一会長の差し入れおにぎりを食べながら楽しく完
走しました。
次回も、沢山の参加お待ちしています。!(^^)!


