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行動すれば何でも出来る！ 希望を持って取り組もう！

ロータリー：
変化をもたらす

■会長挨拶 石山会長

　今年最後の例会です。
先週の『クリスマス家族親
睦移動例会』は、中條クラブ
管理委員会・野村例会運
営委員会の皆様のお蔭で
大成功でした。感動しまし
た。ありがとうございました。
　最近、クリスマスチック、年
末チックを感じない。昨夜妻と立川に行ったが、年末のざわ
ざわ感が無い。年末の書き入れ時の言葉が死語になって
いるようです。

　慎んでお客様をご紹介さ
せて頂きます。国際大会等で
お世話になっています東日観
光の大山義弘様です。

■司会：村田会員

■点鐘：石山会長

■比国育英会バギオ基金：
　第39回バギオ訪問交流
の旅団結式及び説明会
　1月26日　17時から
　弘済会館　→野村会員
■R財団委員会：地区R財
団セミナーの案内
　2月8日　14:30
　ハイアットリージェンシー東京
　→當麻地区委員長・会長・幹事・R財団委員長
■クラブ奉仕委員会：
　「MY Rotaryの登録方法とRID2580Web登録システム」
　→参考資料をIT担当岩原幹事へ（次回理事会で承認
　の上作業進める予定）
■職場体験・インターシップ委員会：
　「わくわくTokyo（中学生職場体験）」発表会
　1月19日　14時　四谷区民ホール
　→野澤秀夫青少年交換委員長
■多摩分区：植樹について
　1月26日　17時　BIGBOX　→会長・幹事
■東京武蔵村山RC：TRC合同例会
　3月14日（水）　15時　「平成の間」（東京武蔵村山RC
例会場）　→会長・幹事
■次年度G補佐：次年度会長・幹事会
　2月5日　16時　→次年度田中会長・中條幹事へ
■東京東大和RC：「日本の話芸 新春福袋演芸会」
　1月27日 13:30 東大和ハミングホール 会費1000円 →会長
■東京東久留米RC：合同夜間例会
　1月23日（火）　18：00点鐘　「川松」店舗バス送迎あり
　会費・詳細別途連絡　→会長
■八坂神社：元旦祭 1月1日 10時 八坂神社　→会長
■東村山活き生きまちづくり：
　「まちの元気賞」表彰並びに新年賀詞交換会
　1月27日　17:30　サンパルネ　→会長

■幹事報告 岩原幹事

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣
◆ソングリーダー：
　　　　野澤（厚）会員

■お客様紹介：
　山本パスト会長
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■委員長報告

　来年2月28日から日台親
善会議開催：申し込み期限
が迫っているので、東日観
光の大山義弘様からご説
明をして頂きます。

■中丸国際奉仕委員長

■お客様挨拶

①2月28日早朝出発：
　3月2日最終便で帰国
②中華航空利用
③申し込み書類等配布
④高雄市（ホテルキングダム

　高雄華王大飯店）に2泊
⑤有効期限3か月以上のパスポート：保険の確認を

■東日観光 大山義弘様

森田会員■ニコニコＢＯＸ

◆石山会長・岩原幹事：
　今日は今年最後の例会
です。1年の締めくくりにふ
さわしいビシッと締まった
例会にしましょう。
◆金子会員：会長・幹事半
年間ご苦労様でした。ク
リスマス例会お世話にな
りありがとうございました。
◆小町会員：上半期例会プログラム、皆様のご協力ありが
とうございました。良い年をお迎えください。
◆田中会員：クリスマス例会大変お世話になりました。中
條委員長の代わりに御礼申しあげます。
◆相羽会員：今年も最後の例会となりました。１年間お世
話になりありがとうございました。
◆荻野会員：楽しいクリスマス例会ありがとうございました。
◆樺澤会員：今年も大変お世話になりました。
◆戸澤会員：北久保さん、クリスマス麦畑最高。写真あり
がとう。
◆野村会員：クリスマス例会ご苦労様でした。とても楽し
かったです。
◆中丸会員：楽しいクリスマス家族親睦例会ありがとう。
清水さん、中條さん大活躍でしたね。

●合計：34,000円　　●累計：742,000円

小町会員■出席報告
■会員数：29名
■欠　席：4名
■本日の出席者：24名
■出席率：85.71％
■前々回出席率（修正後）：
　85.17％

　石山会長の「行動すれば何でも出来る！希望を持って取
り組もう！」の今年度のテーマのもと行動あるのみと突き進ん
でまいりました。何分勉強不足でまだまだ幹事の仕事が何
かもわかってない状態ですが、東村山RCを良くするにはど
うしたらいいかを一番に考えて行動してまいりました。
　幹事は最高責任者の会長の補佐役としてクラブの運営
が円滑にいくように常に行動しなければならない。まだまだ、
後手後手に回ることが多い状態です。もっと先 を々見て行
動しなければいけないと反省しています。
　7月末の東村山市の友好都市の柏崎にて家族親睦移
動例会では、普段あまり見ることのできない柏崎刈刃原子
力発電所の見学、海の花火大会の見学等、大いに盛り上
がりました。幹事としての振る舞いで皆様に至らないところ
をお見せしたことを反省しております。中條委員長の素晴
らしい仕切りで参加した皆さんがすごく楽しい思い出がで
きたことに感謝しております。
　11月2日の2017年ガバナー公式訪問。第2580地区ガバ
ナー吉田雅俊様をお迎えして素晴らしい卓話を頂きまし
た。5大奉仕委員長の皆様にはそれぞれ東村山ロータリー
クラブの本年度にかける思いを熱く語って頂きまして、あり
がとうございます。吉田ガバナーからもお褒めのお言葉を
頂きました。
　私は今回でガバナー公式訪問は3回目の参加ですが、
幹事としてお迎えする立場に初めてなり緊張の連続で粗
相のないように努めたつもりですが、至らない面も多々あっ
た事と思います。幹事は大変重要なお役目だと改めて認
識いたしました。
　11月11日・12日は東村山市産業祭りがありました。今年は
2日間フルに参加しました。飯田社会奉仕委員長を筆頭に
皆様のご協力のもと大成功で終了できたと思います。最
初、高いかなと思った輪投げの300円も午前中には景品が
無くなるほど好評でした。目標額を上回る売り上げがあり、
飯田社会奉仕委員長ご苦労様でした。
　11月14日は多摩分区I・M。幹事のレポート発表は「行動
を実践する」スポーツ団体の指導者に聞く。非常に無理難
題なお題目と思っていましたが、ここでも石山会長の「行動
すれば何でも出来る！」を実践しました。都立東村山高等学
校関山副校長のご協力により、都内でも屈指の実力クラブ
のバトミントン部の阿部先生に取材させて頂きました。久し
ぶりに高校のクラブ活動を見学させて頂き、新たな感動を
覚えました。緊張して多少声が震えていたように自分では
思っていましたが、皆さんに「よかったよ、良くまとまっていて
素晴らしかったよ。」とのお褒めのお言葉を頂きホッと胸を
なでおろしました。
　12月8日には東村山ロータリークラブがホストクラブして掬
水亭にて多摩分区連絡会が開催されました。ホストクラブ
の幹事として司会進行を致しましたが、皆様のご協力のも
と何とか大役を果たせたと思っています。この分区連絡会
に先立ちまして多摩分区の幹事会として12月1日に第1回
幹事ゴルフ会を開催しました。この会で幹事の皆様との親
睦を深めておいたお蔭で大した緊張もなく分区連絡会の
大役が果たせたと思っています。今年度の多摩分区の

■岩原幹事

■司会：岩原幹事

■クラブ協議会（上半期を顧みて）
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■石山会長

■閉会点鐘：石山会長

方々はみな若くて私が2番目の年齢です。皆さんバイタリ
ティーがあって素晴らしい方々です。この方 と々の出会いも
自分の財産だと思い大切にしていきたいと思います。
　12月14日には中條クラブ管理委員長の頑張りで大変楽
しい、そして手作り感満載のクリスマス家族親睦例会が行
われました。会長・幹事の出し物は、少し外した感が否めま
せんが、皆さんこの日に向けて色 と々練習を積み重ねて素
晴らしい会になったと思います。ロータリークラブの方々は
本当に何をやっても卒なくこなす素晴らしい方々だと改め
て実感しました。何回も打ち合わせを重ねて素晴らしいクリ
スマス会を作り上げた、クラブ管理委員会の皆様、本当に
ありがとうございました。そしてご苦労様でした。
　私はロータリークラブに入って今月で2年10か月になりま
す。荻野さんにうどん食べに行こうと誘われて、あまり志なし
に入会をしました。ロータリークラブが何かもわからないまま
例会に毎回参加していました。しかしこの例会場で多くの
素晴らしい方々に出会って知らず知らずのうちに自分を高
めることができたと思います。ここにいらっしゃる皆様に支え
られて、自分には分不相応のお役目もなんとかこなせてきた
と思います。素晴らしい仲間との出会いが自分の財産にな
ると言う事をすごく実感しています。もっとロータリークラブ
の事を勉強して本当にロータリー活動の素晴らしさを理解
できるようになりたいです。何をするにしても義務感ではなく
本当に自分自身がやりたい、そして楽しいと思わないと、そ
の感動を人に伝えることは難しいと思います。それにはもっ
ともっとﾛｰﾀﾘｰの素晴らしさを自分が知って、ロータリーの事
を好きにならないといけないと思います。
　さて、幹事として半年が終わりました。ホッとしているのも
つかの間、次々年度幹事に任命されました。前年度は副幹
事、今年度は幹事、そして次年度は中條幹事を支える副
幹事、そして次々年度は幹事とずっと幹事にかかわるお仕
事をやらせていただくわけです。
　会長も幹事も単年度のお役目ですが、もう一度やらせて
いただく機会を与えて頂いた事をポジティブにとらえて頑
張って行こうと思います。
　この半年は無我夢中でお役目をこなす事ばかり考えて
いましたが。来年はもう少し余裕を持ってやっていければな
と思います。
　幹事はクラブにとってパイプ役でありますが、ある意味中
心的な存在だと思います。会長の意志を的確にとらえてそ
れを陰からしっかり支えて実行していくという重要なポスト
です。幹事がしっかりしている組織は素晴らしいクラブだと
思います。所詮やらされている感を持ってやっているといい
お仕事はできません。楽しく自分のためになることを進んで
やっていく、クラブの事を本当に考えてみんなが楽しいなと
思える東京東村山ロータリークラブになるように少しでもお
役に立てればと思います。
　来年は地区大会、日台親善会議、継続事業の第2回
ハッピーライフ支援プロジェクト等があります。そして新入会
員の増強もまだまだ推し進めないといけないと思います。皆
様のご協力のもと楽しい事業にしていきたいと思っていま
す。引き続きご協力のほどよろしくお願い致します。
　今年半年間、色 と々ご協力を頂き本当にありがとうござ
いました。

　皆さんこんにちは。2017-18年度、7月6日の第1例会から現
在に至るまで、皆さんの多くのご協力のもと、何とか無事に上
半期を終えようとしています。本当にありがとうございます。
　最初はいろいろと至らない点が多々ありましたが、（現在

もまだまだ至りませんが）半年も過ぎますと経験を重ねた
分、落ち着いて会長の仕事をこなせるようになった気がし
ております。
　7月6日の第1例会から現在に至るまで、皆さんの多くのご
協力のもと、何とか無事に上半期を終えようとしています。
本当にありがとうございます。
　7月26-27日には、中條クラブ管理委員長の素晴らしい企
画で、柏崎の花火大会。私の人生で1番の花火大会となり
ました。しかし、この旅行で会長としての未熟さを露呈して
しまいましたことをあらためてお詫び申し上げます。ただこ
のことをきっかけとして、その後の展開が良くなりました。や
はり会長はクラブのトップであり、顔です。しっかりしなくては
との自覚が芽生えました。また、どんな時でも、皆さんに対し
て、目配り・気配り・心配りをするようになりました。会の行事
ではお酒も控えるように心がけました。
　7月31日～8月2日までの3日間、弊社でのインターンシップ、
都立東村山高校の女子生徒さん2人を受け入れました。
　8月24日、初めて平野会員が例会に参加されました。待
ちに待った私より1歳年下の会員さんです。平野さんありが
とうございます。
　9月14日、鮎を食べる会に参加、バスを仕立てて秋川RC
さん当クラブから大勢参加。9月22日、I・Mの課題の「指導
者に問う」のために岩原幹事と東村山高校バトミントン部
顧問の阿部一臣先生にインタビュー。
　10月21日には歩こう会開催。会員並びに令夫人の方々、
菱沼事務局、他クラブの福田紘一さんが参加。あいにくの
雨となりましたが、吉祥寺到着後は「金の猿」にて美味しい
料理と美味しいお酒に舌鼓、雨のことをすっかり忘れてしま
うほどの盛り上がりでした。小町会員さん・北久保会員さん
ご苦労様でした。
　11月2日、吉田雅俊ガバナー公式訪問。5大奉仕委員長
の素晴らしい発表と野村委員長をはじめとする例会運営
委員会の皆さんの素晴らしい進行により大成功となりまし
た。入会式で平野会員さんはロータリーバッチをガバナー
から付けていただきました。良い思い出となることでしょう。
　11月4日、入会見込みの坪さんご夫妻・真中さんを交えて
の懇親会がたき火にて開催されました。1度例会に遊びに来
てください！！約束を果たして頂けたら幸いです！ 11月11-12日、
産業祭りへの参加。2日間好天。結果的に大幅な黒字。うれ
しい限りです。11月14日、多摩分区I・M、会長として登壇し、
やや緊張しました。11月16日、新会員平野さんのホームコー
ス石岡GCにて東村山RCプチコンペが開催。
　12月7日年次総会。次々年度に山本会員が指名され・岩
原幹事には2回目の幹事を引き受けていただきました。そし
て田中次年度会長より、次年度理事役員の発表。8日には
当クラブのホストで第4回分区連絡会が掬水亭にて開催さ
れました。
　先週14日にはクリスマス例会、「我らの生業」は、生バンドで
の斉唱、初体験でした。近年まれにみる内容盛りだくさんの素
晴らしいクリスマス例会となりました。中條委員長をはじめとす
るクラブ管理委員会の皆さんの企画力と何回も炉辺会合を
積み重ねてきた準備万端の姿勢には脱帽いたします。
　17日波多野ガバナー補佐から、2018-19年度、東村山か
らロータリー希望の風奨学会特別委員会の地区役員を出
してほしいとの依頼。急ぎとのことでしたので、私が引き受
けることになりました。
　こうして上半期を振り返るといろいろありましたが、下半
期も是非、皆さんのご協力をよろしくお願い致します。


