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今年度会長テーマ

第2376回例会 2015.10.15

ロータリーでハッピーライフ！

世界への
プレゼントに
なろう

世界への
プレゼントに
なろう

■点鐘：戸澤会長

■司会：
　野澤（厚）会員

■会長報告 戸澤会長

■幹事報告 飯田幹事

　いよいよ来週 IMです。皆さんご協力をよろしく
お願いします。
　今週 11 日、昨年より 5日早く富士山の初冠雪があ
りました。また、台風 24 号、25 号とふたつの台風が
発生しました。昨日の TBS テレビ森田正光さんが
言っていました。もともと 10 月に発生した台風は本
州に上陸するのは、過去の統計で 15％位だそうです。
過去、10 月に上陸した台風を調べたら、20 年間で
600 個あって、本州に上陸したのは 6回でした。100
個で 1個の割合だそうです。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣
◆ソングリーダー：
　岩原会員

■国際ロータリー日本事務局：
　ポールハリスフェローピンの受理
　ＰＨＦマルチ3回：當麻誠会員

■国際奉仕委員会：
　地区｢拡大｣国際奉仕委員会の案内について
　2015年11月11日(水)　15:00～
　於　ガバナー事務所

■回覧：
・12月5日(土)クリスマス家族親睦移動例会
・2016年1月27日の宜野湾RC創立50周年記念大会参
　加に伴う家族親睦旅行について
・ハイライトよねやま

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 24 0 5 82.76

■出席報告 石山会員
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◆戸澤会長・飯田幹事幹事：
　いよいよ来週10月22日は多摩分区IMです。野崎多摩
　分区ガバナー補佐、町田多摩分区分区幹事、小町幸
　生IM実行委員会委員長、宜しくお願い致します。
　東京東村山ロータリークラブの皆様のお力をお借り
　して、ぜひ100％の出席、よろしくお願いします。
　追伸、29日(木)から31日(土)までの３日間、会長、幹
　事、山本会員、村田会員、岩原会員の５名で八丈島
　へマグロを釣りに行ってきます。皆さんお腹を空か
　せて待っていてください。
◆中丸会員：
　前回は例会をお休みさせて頂き申し訳ございません｡
　顧問先の税理士事務所の用事でした。きょうはIMの
　最終打ち合わせです。当日に向けて、皆様よろしく
　お願いします。

西川会員■ニコニコＢＯＸ

本日のニコニコ合計：       7,000円
　　累　　　計　　：    482,000円

■表彰

■ポールハリスフェロー：
　當麻会員(3回目)

■委員長報告

■北久保クラブ管理
　委員長：

・12月5日（土）クリスマス家族親睦移動例会（掬水亭：
　金額：会員1万4000円、ご夫婦2万5000円、家族成人1
　万円：送迎バス準備済み）（イベントの内容にご希望の
　あるかたはお知らせください。）（回覧有り）
・来年1月27日（水）宜野湾RC創立50周年大会参加に伴
　う家族親睦旅行（1月27日～1月29日）の参加者募集（回
　覧有り）

◎昨年 12 月にガバナー補佐を拝命。研修会等を経て、
　今日に至った。7月 8 日の福生 RCのガバナー公式訪
　問を始め、9月 4 日当クラブの公式訪問で多摩分区の
　ガバナー公式訪問は全て終了した。
◎10 月 22 日（木）の『多摩分区 IM』開催。小町幸生会員
　に IM実行委員会委員長のお願いしました。副委員長
　に中丸繁男会員、石山敬会員に引き受けて頂きました｡
■本年の講師は、武蔵野分区が東京都の青山やすし元副
　知事、東分区で田中作治元 RI 会長を招聘した。当分
　区も外部講師を招聘したほうが良いのかと思案。た
　またまNHK島田敏男解説員と面識が有ったので講演
　を依頼し承諾を頂いた。（2回打ち合わせ済み）
　講演題目は、『日本政治の今日・明日』。ご本人は、政
　治が専門だが経済についてもその専門の解説委員に
　聞いて対応したい由。TTP 問題や 18 歳からの投票
　権。少子化問題等々多岐に亘りお話が聴けるのでは
　ないか。（講演後 20 分間、質問時間を設ける）
■テーブルディカッションは、『未来に向けてクラブを
　強化し、奉仕活動を活発化させるために』。積極的な
　討論をお願いします。昨年、青梅 RCでロータリーの
　本質を語ろうということで討論を行いました。多摩
　分区の登録者数が 203 名となる。かなり減少してい
　る。今年度の RI 会長、K. R. ラビンドラン RI 会長の
　テーマ“Be a gift to the world”（世界へのプレゼント
　になろう）。会員の持っている資質、能力、財力で奉
　仕をしてもらうことにしようと考慮したが、会員が少
　なくなればなかなかできない。清瀬RCが解散したこ
　ともあり、会員増強ということについて討論をして頂
　くということとしました。12 テーブル。各テーブル
　には進行役として、各クラブの会長さん、幹事さんに
　お願いしました。また各テーブルには記録係をお願
　いしました。（内 3 テーブルについては東京東大和
　ロータリークラブの会員さんにお手伝いをお願いし
　ました）
■『IM報告書』を作成しますので、その時の資料にさせ
　て頂きます。
■詳細については、小町幸生 IM実行委員会委員長より
　お願いします。

・11月14日（土）～11月15日（日）の『東村山市民産業祭
　り』の出欠について回覧。出来るだけたくさんの会員
　の皆様のご参加をよろしくお願いします。

■石山社会奉仕委員長：

■卓話者：
　野崎多摩分区ガバナー
　補佐

■卓話者：
　小町IM実行委員会
　委員長

■卓話『IMについて』
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■多摩分区ゴルフ大会（10月16日青梅GCにて開催）
　優　勝：武蔵村山RC
　２　位：東村山RC
　３　位：青梅RC
　優勝者：清水敬量会員

■閉会点鐘：戸澤会長

◎最終打ち合わせです。配布した資料の説明。
1）10 時 30 分東村山駅東口に昭和館の送迎バス（28 名乗
　り）が迎えに来る。別に、小町幸生委員長、目時会員、
　金子会員、野村会員、西河会員、清水会員、中丸会員
　がマイカーで直接現地へ向かう。
2）11 時 10 分昭和館着。全員集合。分担と内容の確認の
　指示。
3）昼食を 2 回（11 時 30 分・12 時 15 分）に分けて食事。
　会員、令夫人、事務局員５名。来賓・役員については、
　確認の上チケットを手渡す（別メニュー：レストラン）｡
4）12 時 10 分各部署の設営開始
　総務担当：登録用名簿の確認、登録料、領収証、胸花
　　　　　　等。救護部屋の確認、ディスカッション用
　　　　　　の記録用紙確認、写真等。
　会場担当：来賓、役員接待。席札の確認等。懇親会場
　　　　　　の確認。アトラクションの機材運搬、設営
　　　　　　確認等。
5）13 時 00 分其々の場所にて出迎え準備、受付準備（襷
　の着用）
6）13 時 30 分登録開始
7）14 時 00 分開会点鐘
8）14時 20分～14時 30分 IM（インター・シティー・ミー
　ティング）
9）14 時 30 分～ 15 時 50 分
　基調講演：NHK島田敏男解説委員
　　　　　　『日本政治の今日・明日』（質問時間）
　※樺澤会員と西河会員に昭和館からタクシーにて昭
　　島駅にお迎え。接客については嶋田会員にお願い
　　します。帰りは、樺澤会員お一人でお見送りを昭島
　　駅までお願いします。
　※来館後は控室にて待機して頂く。IM終了前にタイ
　　ミング良く控室にお迎えに伺うこと。
10）16 時 00 分～ 18 時 00 分
　テーブルディカッション（1時間）：『未来に向けてク
　ラブを強化し、奉仕活動を活発化させるために』のあ
　と発表（各テーブル約 3分、合計 35 分）。
　まとめ・講評（25 分間）
（来賓 14 名。会員 141 名。令夫人 8 名。事務局員 5 名
予定）
★記録については、用紙に無記名で記載すること。
　（録音機持参可能）

11）18時10分～19時40分：懇親会
　アトラクション：石川太郎と仲間達（計３名でハーモニカ
　演奏：11時00分に荷物の搬入を手伝う）

テーブル名

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

進行役（発表者）

青梅RC会長

青梅RC幹事

福生RC会長

福生RC幹事

東大和RC会長

東大和RC幹事

武蔵村山RC会長

武蔵村山RC幹事

秋川RC会長

秋川RC幹事

東村山RC会長

東村山RC幹事

記録係

中丸会員

岩原会員

西河会員

清水会員

村田会員

田中会員

北久保会員

荻野会員

石山会員

髙木会員（東大和）

阿部会員（東大和）

池田会員（東大和）


