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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：西川会員

■点鐘：赤木会長

■お客様紹介：
　山本パスト会長

◆ゲスト：
　東京豊島東ＲＣ
　稲川　一 様

■会長報告 赤木会長

　皆様こんにちは。東京豊島東ロータリークラブ稲川
一様、ようこそ当クラブにご来訪下さいまして大変有
難うございます。又、本日は卓話をお願い致しました
所、快くお引受頂きました事、深く感謝申し上げま
す。宜しくお願い申し上げます。
　さて、先週土曜日・日曜日(8・9日)に開催されました
第53回市民産業祭大変お疲れ様でした。今年は、小町
社会奉仕委員長の基、新たな企画で参加しました。地
域の皆様にロータリークラブの活動を知ってもらいた
いとの思いで、紙芝居、輪投げ、綿飴の販売、そして
ロータリーマーク入りのティッシュの配布、パネルに
よる当クラブの活動をＰＲ致しました。結果は大成功
でした。今回は、多摩分区お互いのクラブ活動の情報
交換をしようという考えで、多摩分区の各クラブにお
誘いの案内状を差し上げましたところ、東大和ロータ
リークラブの会長幹事様に来て頂きました。今後も他
クラブとの情報交換を積極的に行っていきたいと思い
ます。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣
◆ソングリーダー：
　北久保会員

■ガバナー事務所：
・国際ロータリー第2580地区2014～2015年度地区大
　会登録のお願いについて
　2015年2月16日(月)～17日(火)
　於　京王プラザホテル
　ホストクラブ：東京セントラルパークＲＣ
　登録料：6000円　新入会員昼食会(2年未満)：2000円
　(↑後日集金します)
　選挙人(代議員)1名選出のこと
　※リーフレットは10/2例会にて配布済です

■幹事報告 田中幹事
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

27 23 0 3 86.96

■出席報告 野村（裕）会員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：0名
■前々回出席率メークアップ修正後：100％
■前々会メークアップ者：
　小町会員：東京東大和ＲＣ
　野村(高)会員：多摩グリーンＲＣ
　野澤会員：東京小平ＲＣ
　荻野会員：ＦＲＣ親睦ゴルフ
　當麻会員：東京東大和ＲＣ
　山本会員：東京武蔵村山ＲＣ

石山会員■ニコニコＢＯＸ

◆赤木会長、田中幹事：
　　　　　　東京豊島東ＲＣ稲川一様、卓話よろしく
　　　　　　お願いします。先日の産業祭お疲れ様で
　　　　　　した。お陰様で大盛会でした。ＲＣの活
　　　　　　動が大いにアピールできたと思います。
　　　　　　改めまして御礼申し上げます。
◆石山会員：小町委員長が本日お休みのため、社会奉
　　　　　　仕委員会を代表して11/8・9の産業祭で
　　　　　　は多くの会員さんのご協力のもとスムー
　　　　　　ズに販売ができました。ありがとうござ
　　　　　　いました。
◆野崎会員：先日の産業祭、皆様お疲れ様でした。稲
　　　　　　川様、ご多忙のところ遠方からお越しい
　　　　　　ただきご苦労様です。よろしくお願い致
　　　　　　します。
◆山本会員：皆様、産業祭お疲れ様でした。北久保会
　　　　　　員写真ありがとうございました。
◆野村(高)会員：
　　　　　　稲川一様、本日はようこそお越し下さい
　　　　　　ました。卓話楽しみにしております。産
　　　　　　業祭、出席できず申し訳ありません。

■ご結婚祝月
■会員誕生祝月：
　村田会員

■委員長報告

■當麻ロータリー財団
　副委員長

　皆さんこんにちは、先日11日にロータリー財団セミ
ナーへ出席してきましたのでご報告させて頂きます。
　先日当クラブに地区委員の平宮委員さんに卓話を頂
きました。ロータリー財団の意義(使命)は、国際レベル
の人道的・教育的・文化交流プログラムを通じ世界理
解と平和を支援する事です。2010年にロータリー日本
財団は公益財団法人として認定されました。2011年～

本日のニコニコ合計：   18,000円
　　累　　　計　　：  742,000円

・ロータリー財団への寄付(レートの件)について
　地区資金推進委員より
　11月レート1ドル＝106円から12月のＲＩレートは
　円安(1ドル＝115円台)の見込み

■国際ロータリー日本事務局：
　サンパウロ国際大会申し込みについて

■ローターアクト委員会：
　ローターアクトクラブ　例会参加のすすめについて

■青少年交換委員会：
　地区青少年交換委員会主催｢懇親会｣の案内について
　2014年12月13日(土)　18:00～
　於　学士会館

■東京東久留米ロータリークラブ：
　｢みんなの南沢水辺公園｣記念誌の受理

■東村山青年会議所：
　東村山青年会議所2014年度第41回卒業式典の案内
　の受理
　2014年12月6日(土)
　於　ベルホール
　会費：5000円

■国際奉仕委員会(東京武蔵村山ＲＣ)：
　ロータリー世界大会の案内について
　2015年6月4日(水)～6月11日(木)　5泊8日
　ビジネスクラス　：1310000円
　エコノミークラス： 620000円
　武蔵野分区多摩分区合同
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■相羽クラブ奉仕委員長

多摩分区クラブ奉仕委員会
地区クラブの奉仕委員長の佐藤さまから自己紹介で始
まり、各クラブ現況など自己紹介の後、佐藤委員長か
ら第2580地区の会員増強況アンケートの調査報告や、
地区の現況の報告がありました。
1 入会予定者はホームページを見てから入会されるので
　各クラブはなるべく新しい情報の更新が望ましい｢ラ
　イオンズとかと比べて入会される方も多いようです｣
2 新ロータリーロゴを名詞や年賀状、普及チラシなどに

　市販シールにコピーして利用して欲しいとのことです｡
3 大都市圏の交差点等のビルの街頭に大型野外ビジョン
　放映にてロータリーの広告のテレップが流れている
　が、殆どの会員は気が付いていないようです。是非
　気にかけてみてほしいとの事です。｢本来なら制作費
　は3000万～4000万とかかる所を100万円で会員の方が
　制作してくださいました｣全国に12ヵ所
4 地区のクラブ奉仕委員会を12/15(日)ガバナーやパスト
　ガバナーの櫻井さんなども参加され｢放映掲載内容を
　決定｣ガバナー事務所にて開催されます。鈴木がバナ
　ーは本腰入れて広告すると言われています。
5 地区内説明会を京王プラザにて1月19日開催４時30分｡
　43スターライトにて
6 入会金について、多摩地区の他のクラブの入会金は3万
　円から5万円が多いです。普及拡大の妨げにもなって
　おり会員の拡大し易い様に検討すべきとの声が大多
　数でした。
7 東大和と武蔵村山ロータリーには月に1度位の合同例会
　を検討されていることを発表されました。
8 他のクラブで名誉顧問からも会費を頂いているようで
　す。(東大和)
9 多摩地区ウェビナー開催2015年1月1日より実施される
　クラブ請求書の導入各クラブに対応

■山本国際奉仕委員長

　国際大会ブラジルサンパウロの件ですがただ今回覧
が廻っています。今年度は、多摩分区・武蔵野分区合
同で行います。田無ＲＣの白川さんが纏めてくれてい
ます。
　締め切りは、11月26日(水)です。ビジネスは140万円・
エコノミーで40万位ですのでお早目にお願いします｡

■野村(裕)社会奉仕委員

　この度に東村山産業まつりロータリークラブとし
て、参加するにあたり、子供を通して大人に広報し、
本来の目的である社会、青少年奉仕あり方を考え企画
しました。赤木会長の唱える奉仕の軸を考える一助に
なってくれると思います。
　さて、今回は多くの会員のアイディア、意見を出し
て頂き、この様な紙芝居、綿アメ、輪投げとティッシ
ュの配布と決め準備から一丸となって協力を頂き、本
番を迎え、疲れを忘れ楽しんだイベントになったと思
います。
　一人一人の力の結集の結果だと思います。参加して
くれた会員、都合により出席できなかった会員のお力
添えに感謝します。まだ事業報告までできませんが、
綿アメ、輪投げ、1つ100円で売上げが10万円強でし
た。立替をしている方は申し出てください。

すべての寄付が税制上の優遇措置の対象となりまし
た。

資金の流れ：その他の寄付の場合
・その他の寄付（使途指定寄付）
　ポリオ・プラス基金→ポリオ・プラス事業へ
　ポリオ・プラスは麻疹・ジフテリア・結核・百日咳・
　破傷風
　ポリオ・プラス基金への寄付金は、ポリオ・プラス
　事業に使用
　ロータリー平和センター→ロータリーフェローシッ
　プ事業へ
　(世界平和に貢献し紛争を解決する人材の育成)
　ロータリー平和センターへの寄付は、ロータリーフ
　ェローシップ事業に使用
嶋田委員長と私で皆さんにお願いした150ドルの寄付を
快く受けて頂き有難うございました。
ポリオ・補助金・平和フェローシップの3つの柱で成り
立ちます。

地区補助金の(新地区補助金)の一般的条件
1 地区補助金は、地区が重要と考える人道的・教育的活
　動を支援するもの
2 地区補助金プロジェクトは、ロータリー財団の使命に
　沿ったものでなければならない
　(ロータリー財団の使命)
　ロータリアンが人々の健康状態を改善し、教育への
　支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理
　解・親善・平和を達成できるようにする
3 地区補助金プロジェクトは、ロータリアンの直接参加
　を含む事が必須
　グローバル補助金奨学生以外は、地区補助金奨学生
　として支援する
4 [ロータリー財団地区補助金とグローバル補助金　授与
　と受諾の条件]に従う事が重要です
5 地区の年度ごとの地区補助金支援基準に合致している
　ことは必要です
6 地区の補助金管理セミナーに出席することが必要です

・地区は、地区財団補助活動資金(DDF)の最高50％まで
　を地区の裁量によりこれからの補助金に充てる事が
　出来る。未来の夢計画導入以前の旧制度の地区補助
　金は、地区財団活動資金(DDF)の最高20%までの利用
　でしたので、地区の裁量が大きくなりました。
　次々年度の50周年に向けて補助金を利用したいと思
　います。皆様宜しくお願い致します。
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■閉会点鐘：赤木会長

　父親が競馬好きだったこともあり、幼い頃からよく
競馬場に連れて行かれました。たぶん父は母親の手
前、幼児である私を連れて行ったほうが、体裁が良か
ったのだろうと思います。幾度か通ううち、私は幼心
にもアスリートであるサラブレッドの美しさに魅了さ
れました。それと同時に、レースに勝った馬とウィナ
ーズサークルで記念撮影に収まる馬主(バヌシではなく
ウマヌシというのが通)の姿に憧れました。｢いつか自分
も、自分の馬とあそこに立ってみたい｣。いつしかそん
な夢を強く持つようになっていました。
　ところが歳を重ねるうちに、あの場に立つのは並の経
済力では難しい世界であることを知り、夢は挫折しかか
っていました。そんなあるとき、1頭の競走馬を複数の
会員で持つクラブがあることを知ります。クラブによっ
ては1頭あたり40口、100口、中には400口と持分の違い
があるので、クラブを選択すれば自分のできる範囲で｢
オレの馬｣を持つことができるのです。｢これだ！夢を実
現させるにはこれしかない！｣。すぐに某クラブに入会
し夢を追いかけ始めたのが25年前のことです。

　まず第一歩は、前の年に産まれたクラブが所有する
数十頭のサラブレッドの中から、1頭を選んでそれに一
口出資することから始まるのですが、総額がビックリ
するような金額の馬でも、口数が口数なので普通のペ
ットショップにいる血統書付きの犬や猫のそれと大差
はありません。また、月々掛かる牧場や厩舎の費用
も、口数で他の会員と均等割りになるので家で飼うペ
ットよりは掛からないはずだし、散歩(？)させる手間も
いりません。もちろんレースで獲得した賞金は口数に
応じて配当されますので、｢オレの馬｣は｢オレのペット｣
と思うことにしました。
　いざ愛馬がレースに出るようになると楽しみはどん
どん増えるのですが、そこは勝負の世界。なかなか思
うようにいきません。何年もクラブに在籍していなが
ら勝利を体験したことがない会員もかなり多いと聞き
ました。生き物だから育成中のケガや病気で競走馬に
なれないものもでてきます。｢オレの馬｣は勝つことが
できるのだろうか。勝ってくれなければ夢は叶わない
と心配もしましたが、幸運にも、意外と早くその時は
来てくれました。
　最初の愛馬が無事デビューして4戦目でした。目の前
で愛馬が先頭ゴールした瞬間、頭の中は真っ白にな
り、次への行動をどうしたらいいのか分からなりまし
た。クラブの係員の誘導でやっとウィナーズサークル
にたどり着きましたが、その場に足を踏み入れるとヒ
ザが震えてコケそうになりました。記念撮影では隣に
いる愛馬の体温を感じたとき、不覚にも目が潤んでし
まいました。夢が叶った瞬間の写真は、笑顔ではあり
ましたが少々引きつっていました。
　歴代の持ち馬で、一番の活躍馬は『ダンスインザム
ード』。04年の桜花賞、06年のヴィクトリアマイルと
いうビッグレースを勝利してくれたのです。競馬を多
少でもかじった人ならば、知らない人はいない一時期
のヒロインでした。彼女はアメリカや香港の国際レー
スにも遠征し、アメリカでは優勝することもできまし
た。さすがにアメリカまでは応援に行けなかったので
すが、早朝の衛星生中継を家族全員で観て声援を送り
歓喜したものです。家族といえば、私の娘は私の影響
もあって以前から競走馬に興味を持っていましたが、
妻はそれに冷たい視線を送っていました。しかし、現
金なものでムードの活躍により態度が一変。そのころ
から｢オレの馬｣は｢我家の馬｣になってしまいました。
ダンスインザムードはすでに現役を引退し母親になっ
ています。毎年デビューする彼女の子供たちの活躍が
楽しみでなりません。
　中央競馬は主に土日に開催されます。愛馬が出走予
定の週は、ゴルフ場に行くか、競馬場に行くか、迷い
悩むのもこれまた楽しいものです。

■卓話

■卓話者紹介：
　野崎パスト会長

■卓話者：東京豊島東ＲＣ　稲川　一 様

■清水ゴルフ部長

　ご報告です。先日４RCゴルフコンペで荻野さんがベ
スグロを取りました。おめでとうございます。
　11月20日(木)は、2580地区の決勝ラウンドです。皆さ
ん応援宜しくお願い致します。場所は、程ヶ谷カンツ
リーです。
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　ロータリークラブとして｢産業まつり｣に参加するに
あたり、子どもを通して大人に広報し本来の目的であ
る社会青少年奉仕のあり方を考えて小町幸生社会奉仕
委員長が企画されました。そして、赤木会長の東村山
ＲＣの奉仕の軸を創るための方針と合致。青少年奉仕
とプロジェクトをスタートする事をみすえて考えてい
た｢子供の情操教育｣も出来たら良いという新しい試み
のテーマで取り組んだ今回の産業まつり。
　実際には、｢紙芝居｣、｢綿飴｣、｢輪投げ｣、｢広報用の
ティシュの配布｣になりました。
　私には、初めての事で何をどのように準備・進行さ
せて行けば良いのかという事が全く分かりませんでし
た。しかし、小町委員長は常に冷静に具体的にひとつ
ひとつのことを積み上げていかれました。東村山市役
所の関係者と早めに話し合いを持ち、開催の主旨・概
要等を説明。会員には、今回の趣旨やロータリークラ
ブのブースの位置を地図で表記し説明。スケジュール
を何回も作成していました。紙芝居は、むさしの幼稚
園のご協力で、多数ある作品の中から｢こぶとりじいさ
ん｣を選び、ほかにも新たに｢あんパン｣のシリーズを購
入して頂きました。
　あんパンと言えば、｢あんパンの歌｣が有りますの
で、それをユーチューブから録音したり、むさしの幼
稚園のラジカセ用のテープを貸与して頂いて対応。当
日会場に流しました。マイク(インカム)とスピーカー装
置も提供して頂きました。紙芝居をめくるときの間を
繋いだり、ドラマチックに演出するシーンで鳴らした
小太鼓は効果的でした。
　｢輪投げ｣については、小町委員長がインターネット
で2セット購入。同時に｢子供の輪投げの賞品用のお菓
子を入れるセルロイド製の菓子箱｣も購入。昔の駄菓子
屋の雰囲気がいっぺんに高まりました。
　｢綿飴｣の器械は、むさしの幼稚園から2台お借りしま
した。ザラメや割り箸も大量に購入。お菓子を始め、
オモチャの買い出しは、様々な場面を想像しながら行
いました。
　子供たちに、輪投げが幾つ入ったらお菓子を幾つあ
げようか？全部入れたらオモチャかな？楽しい想像で
した。そうして、産業まつりが近づいた10/30(木)に八
坂神社の例会場に集まり、ロータリークラブの名前入
りの紙片をティシュペーパーに入れる作業を行いまし
た。大量にありましたが、会員が多数集まり比較的短
い時間で済みました。

　こうして、｢市民産業まつり｣の当日を迎えました。
　当日の朝は、相羽建設のトラックが活躍。7時前から
むさしの幼稚園から市役所の現地のロータリークラブ
のテントに搬入。机をはじめ、大人と子供の椅子、綿
飴器械2台、紙芝居、小太鼓、ロータリークラブの活動
の様子を写真や文字にしたパネル数点、それに、広報
用の大量のティシュ、食材などでトラックの荷台は一
杯でした。小町委員長は、現場をゆっくり観察。綿飴
器械はここ。紙芝居はここ。荷物置き場はここ。ひと
つひとつ決めていきました。
　そして、いよいよ綿飴器械2台が始動。ザラメを小さ
い容器にすくって、ゆっくり入れていきます。する
と、しばらくして煙のように立ち上ってきた綿飴を割
り箸で丁寧に絡ませてゆきます。失敗もありました
が、出来上がった綿飴１本100円初めての挑戦、会員に
も笑顔。そして、次々と出来上がります会員が交代で
作り続けます。
　輪投げも始まりました。1回100円で５回投げられま
す。ぜんぶ外れてもお菓子や風船を貰えるとあって子
供たちは大喜びでした。風船作りは指の力が必要であ
り意外にも力仕事でした。
　2日目の天気予報では、雨の確率が高かったため材料
の買い足しを少なくしました。実際には、雨もたいし
たことなくて、かなり売り損なったと思いました。し
かし、初めての試み。小手調べとしては良かったので
はないかと感じました。
　沢山の方々から差し入れを頂きました。ありがとう
ございます。大変疲れましたが、有意義な充実感が残
りました。
　小町幸生社会奉仕委員長は｢一人ひとりの力の結晶。
参加してくれた会員、都合により出席出来なかった会員
のお力添えに心から感謝します。｣と言っておられます｡

平成 26 年 11 月 8 日（土）・9日（日）

東村山市産業祭



東京東村山ロータリークラブ

■第4回(10月度)理事･役員会

2014年10月1日(水)　　於　たきび　18:30～

1.9月の収支明細報告について
　→金子委員長より報告
　　東村山市民産業まつりの参加について、事業計画
　　書、小町委員長より(別紙)説明あり。会員全体で協
　　力するとの了承をされました。

2.その他
・｢東北すくすくプロジェクト｣協力依頼について
　→昨年度に続いて今年度も見合わせる事としますと
　　の結論。
・2013～2014年度決算報告書を出してもらいたいと野
　村(裕)理事より発言がありました。
・会員増強
　→今一度、皆で悩み前進しましょうとなりました。

■第5回(11月度)理事･役員会

2014年11月5日(水)　　於　たきび　18:30～

1.10月の収支明細報告について
　→金子委員長より報告

2.その他
・小町社会奉仕委員長
　→市民産業まつり当日の出席　12～13名
　　14名程度必要かと→ご協力お願いします。
　　11月8日(土)　7:00～　8時会場集合
　　ロータリーの紺の法被着用を忘れずに。
　　紙芝居、輪投げ、綿飴を行います。
・飯田クラブ管理委員長
　→12月13日(土)　クリスマス家族親睦例会
　　案の発表：再度見直して後日発表。予算の減額、
　　出演者の人数を減らして実施する。
・東久留米合同例会
　→2015年3月26日(木)菊水亭にて行います。
　　山本会員に東久留米ＲＣと予算などつめて幹事に
　　引き継ぎましょう。

■26年10月出席表
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北久保隆一

■第3回(9月度)理事･役員会

2014年9月3日(水)　　於　たきび　18:30～

1.8月の収支明細報告について
　→金子委員長より報告

2.その他
・広島豪雨災害義援金
　→全員一致で賛同頂きました。可能であれば、一人
　　1000円以上。金額については多摩分区、多クラブ
　　の流れを見て金額を決める。
・10月に次年度の会長を選ぶ指名委員会を開催する。
　赤木会長より→ガバナー補佐50周年実行委員長を早
　めに決めたいと思っています。
・次週例会前に社会奉仕活動の提案のプロジェクト
　→パスト会長さんにお集まり頂きまとめたい。明日
　　の例会にて改めて赤木会長より呼びかける。
・小町理事、北久保理事
　→ロータリークラブの活動が一般の人たちに見えて
　　いないのでは。もっと目に見える活動をしたらど
　　うか？と話が出ました。
・小町理事
　→産業祭へ参加の方向で働きかけをします。具体的
　　にどの人に働きかけるか動いてみますとのこと。
・山本理事
　→東久留米ＲＣさんとの夜間例会を野崎プログラム
　　委員長さんと相談し、日程を早めに決めたい。場
　　所は菊水亭。テーマは｢私の事業の失敗から学ぶ職
　　業奉仕｣。両クラブから2名ずつ程度発表してもら
　　う。詳細は中村さん、田中幹事にお願いしたらど
　　うか？
・夏の親睦例会収支報告が飯田クラブ管理委員長から
　ありました。


