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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

■司会：野村会員

■点鐘：石山会長

■榎本弘容さん、入会おめでとうございます。榎本さんの
入会で、40代の会員が4人になりました。

■今年度一番頑張った会
員さんに「ロータリー会長
賞」を差し上げることにし
ました。
　継続していけたら良いと
思います。今年度一番頑
張った人は、北久保隆一
さんです。

■「酒は飲んでも飲まれない」を言い聞かせていきたい。

■グローバル財団補助金の申請書式の件について。

■RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）受講
生募集チラシの受理について。

■国際ロータリー日本事務局
7月のロータリーレート
　1ドル＝110円
■東京秋川RC→「第31回
多摩分区交流会」若手
の会
　開催7月19日（木）19時～
「あきる野ルピア」

■幹事報告 岩原幹事

■会長挨拶 石山会長

■入会式
■入会者：
　エネックス株式会社
　代表取締役社長
　榎本弘容様

　慎んで榎本弘容様を紹介させて頂きます。東村山市を
中心に広い地域で、電気ガス事業を展開しているエネック
ス株式会社代表取締役榎本弘容様です。よろしくお願い
致します。

■入会者紹介：北久保会員

　エネックス株式会社の榎本弘容です。平素は、当社のい
ろいろなサービスをご利用頂きありがとうございます。北久
保さんが用意したエレベーターに乗ってここまで来ました。
エレベーターは好きでして、中学高校大学とエレベーターに
乗ってきました。この先何があるか分かりませんが、みなさま
方のご指導を頂きまして勉強していきたいと思っています
ので、よろしくお願い致します。

■榎本弘容会員ご挨拶：

　所属委員会は、例会運営委員会でお願いします。
■田中次年度会長：

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣
◆ソングリーダー：
　村田会員
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■委員長報告

　宜野湾RCから雑誌と手
紙が送られてきました。「次
年度会長は東江繁子（ヒガ
シエ シゲコ）様になります。
非常にお元気な女性です。
東村山の皆様とは友好が
強くなり、ますます、交流が深まることと思います。今後とも
両クラブの長い長いお付き合いをお願い申し上げます。
（会長柏田吉美様からの手紙）」

■町田委員

　「第4回感謝状。あなた
は、本基金の趣旨を深く理
解を寄せられ多額の後援
資金をご提供くださりその
運営に貢献されました。よってここに感謝状を贈り深く感謝
の意を表します」

■（一財）比国育英会
　バギオ基金多田宏会長
　から感謝状：野村会員

　吉田ガバナーの依頼で5人のシェフがノーギャラで各々
一品ずつの料理を提供してくれました。又、ガバナーが聴

■6/12（火）目黒雅叙園において「吉田ガバナー納めの会」
　（会長・幹事・野崎会員・野村会員出席）

◆石山会長・岩原幹事：
　本日は今年度の最終例
会です。一年間本当にお
世話になりました。榎本さ
ん入会おめでとうござい
ます。日帰り旅行、クラブ
管理委員会の皆様ご苦
労様でした。山本さん写
真ありがとう。
◆嶋田会員：石山会長、岩原幹事一年間大変ご苦労様で
した。親睦旅行は欠席して申し訳ございませんでした。
◆野澤（秀）会員：会長・幹事一年間大変大変ご苦労様
でした。鎌倉はアジサイにぴったりの天候で有終の美が
飾れましたね。榎本さん楽しロータリーライフを過ごしてく
ださい。写真とCDありがとう。
◆相羽会員：山本さん写真ありがとうございます。会長、幹
事一年間お疲れ様です。
◆田中会員：榎本さん入会おめでとう。末永いお付き合い
を。石山会長、岩原幹事お疲れ様でした。新年度、皆々
様お世話になります。
◆山本会員：石山会長、岩原幹事お疲れ様でした。次年
度は地区委員としても頑張ってぅださい。
◆中丸会員：先日は親睦旅行に欠席して申し訳ございま
せんでした。妻も快方に向かっております。本日はニコニ
コ達成に向け協力させていただきます。
◆石山会長：皆様のお蔭をもちまして何とか会長を一年間
務める事が出来ました。本当にありがとうございました。
◆戸澤会員：鎌倉親睦旅行、怪我もなく楽しい旅行になりま
した。会長、幹事お疲れ様です。山本さん写真ありがとう。
◆大仁田会員：石山会長、岩原幹事一年間本当にご苦
労様でした。艱難辛苦を乗り越えて頑張っていただき感

■皆出席：
　嶋田会員（10回目）
　小町会員（9回目）

北久保会員■ニコニコＢＯＸ

謝です。「歩こう会」反省会ありがとうございました。榎本
さん、人格完成に一緒に前に進みましょう。
◆小町会員：一年間、会長幹事ご苦労様でした。プログラ
ム委員会への協力も感謝します。写真ありがとう。
◆野崎会員：会長幹事、一年間ご苦労様でした。写真あ
りがとうございます。榎本さん入会お待ちしておりました。
◆野村会員：石山会長、岩原幹事一年間我 を々引っ張っ
ていただきありがとうございました。トロント世界大会楽し
んで来ました。来年ハンブルグ是非参加しましょう。
◆當麻会員・北久保会員：会長幹事、一年間お疲れ様でし
た。榎本様、一緒に楽しみましょう。山本さん写真ありがとう。
◆金子会員：榎本さん入会おめでとうございます。会長幹
事、一年間お世話になりました。次年度会長幹事、体調
に気をつけてよろしくお願いします。
◆野澤（厚）会員：親睦例会楽しかったですね。岩原さん
チャイナ服買っていただきありがとう。山本さん、写真あり
がとう。
◆平野会員：会長幹事、一年間お疲れ様でした。車の
クーラー、清水さんに修理してもらいました。清水自動車
バンザイ♪
◆樺澤会員：石山会長、岩原幹事、役員の皆様一年間あ
りがとうございました。榎本様ご入会おめでとう。写真あり
がとう。
◆村田会員：石山会長岩原幹事、一年間お疲れ様でした。
◆鈴木会員：榎本さん入会おめでとうございます。今後と
もよろしくお願いします。
◆村越会員：鎌倉旅行の楽しい写真ありがとう。

●合計：137,000円　　●累計：1,510,000円

■気仙沼南RC→創立50周年記念式典の案内
　10月20日（土）　「サンマリン気仙沼ホテル観洋」
■東京麹町RC→創立50周年記念事業「END POLIO　
NOW」記念切手の受理について
■（一財）バギオ基金→感謝状の受理：野村高章会員

鈴木会員■出席報告
■会員数：31名
　　　　  （榎本さん入会）
■欠　席：3名
■本日の出席者：27名
■出席率：90.00％
■前々回出席率（修正後）：
　86.21％
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◆従来、職業奉仕委員長
は、幹事の時の会長があ
たっていたが、変わった。
◆今年度地区の研修に4回
出席した。林 茂男委員長
「奉仕の理想を追求し自
己を滅却すると倫理を超えて宗教になる。しかし、ロータ
リーは倫理運動はあるが宗教ではない」と。深川純一さ
んの2時間に及ぶ素晴らしい講話を聴いた。
◆東村山浄水場視察が出来た。水の大切さを学んだ一日
でした。

■戸澤職業奉仕委員長

　この一年間本当に皆様の温かいご支援に感謝いたしま
す。経験年数の浅い私と若い石山会長が何とか務められ
たのも皆様の惜しみないご援助があっての賜物だと思いま
す。「行動すれば何でも出来る！希望を持って取り組もう！」
石山会長のスローガンのもと行動あるのみと突き進んだ一
年でした。指名された当時の会長は赤木さんで幹事が田
中さんでしたが、お二人と雲の上の方に思えました。そんな
役目を自分ができるんだろうか、とんでもないことを引き受け
てしまったと悩んだ覚えがあります。
　幹事になって最初の事業として7月26日～27日に夏の家
族親睦移動例会を1泊2日で東村山市の姉妹都市の柏崎
市に行きました。柏崎東ロータリークラブ様にお骨折りいただ
きまして柏崎刈刃原子力発電所の会議室で移動例会を行
い、原発見学をさせて頂き、「ぎおん柏崎まつり花火大会」を
観ることができて非常に貴重な体験ができました。原発は普
段なかなか一般では難しい場所も見学させて頂き非常に興
味深い体験をさせて頂きました。また、海に向かって発射す
る花火も初めて観て素晴らしい光景に見とれました。
　次に取り組んだのが今年度のIMのテーマ「行動を実践
する」スポーツ団体の指導者に聞くに向けて、東京都立東
村山高等学校のバトミントン部に取材をさせて頂きました。
顧問の阿部先生に色 と々お話を聞き、実際の練習風景も
見学させて頂き感動いたしました。発表当日は原稿を棒読
みにならない様に、早口に話さないこと、活舌よく話すことを
心がけました。分区の他の幹事さんが素晴らしい発表をし
ているのを見て少し緊張しましたが、大したミスもなく発表
ができたと思います。お世辞でしょうが皆さんから大変よく
出来たねってお言葉を頂き、頑張ったかいがあったのかな
と思います。IMと言えば入会した年に「ソングリーダー」を
指名された時の方が緊張した記憶があります。11月2日に
は「がバナー公式訪問」がありました。普段壇上でお話す
る雲の上の人が応接間の目の前で話しているのを見て緊
張した記憶があります。普段時間に厳しいお方で早めに見
えるとの事でしたが珍しく遅れるとの連絡があり少し慌てま
した。5大奉仕の委員長さんがそれぞれ素晴らしいお話を
して頂きとても充実したクラブ協議会ができたと思います。
吉田ガバナーのお話はとても造詣が深くロータリークラブの
事を本当によく考えている方だなと感じました。
　そして、12月14日のクリスマス家族移動例会。中條クラブ
管理委員長のもと東村山ワンズタワーサンパルネで行われ
ました。クラブ管理委員会の方々が何回も会合を重ね本当
に手作りの素敵なクリスマス会になりました。一度きりの打
合せでぶっつけ本番状態の私と石山会長の物まね。石山
会長のお骨折りでしっかり前座のお役目が果たせたかなと
思います。このような素晴らしいクリスマス会を開かれると
次年度のクラブ管理委員長は責任重大だなとプレッシャー
を感じております。
　年が明けて新年会を「割烹あずま」で細渕名誉会員を
迎えて行いました。金子パスト会長が「瑞宝双光賞」叙勲
されましたのでお祝いも致しました。金子パスト会長の長年
の功績が認められての叙勲は本当に素晴らしい事です。
改めておめでとうございます。新年会も和やかな雰囲気の
中みなさんが楽しめたことと思います。
1月23日には「東久留米ロータリークラブとの合同例会」をう
なぎ懐石料理川松で行いました。年に一度の東久留米RC
との合同例会。当日は雪が降りハラハラ致しましたが何とか
予定通りに開催出来ました。東久留米は自分が生まれ育っ

■岩原幹事■クラブ協議会

■卓話

■司会：岩原幹事

　皆様お久しぶりです。当
初、事業計画では、新入会
員の勉強会を開催すること
と「ロータリーの友」の記事
を紹介する予定でしたが、
結果的には、金子パスト会
長による「ロータリーの友」の紹介だけになった。業界の関
係で例会に出席できませんでした。

■赤木会員研修委員長

　11月11日・12日の「東村山
市市民産業まつり」では、
「子供に夢と希望を」という
テーマを継続し、綿あめ・輪
投げ・紙芝居を行い、パネル展示も行い地域への社会貢
献ができたと思います。総額17万円の売り上げ。経費を差
し引いて7万円を消防少年団、交通少年団への活動資金
として寄付することができました。この企画遂行にあったっ
ては様々な提供をいてくださった野澤秀夫会員、そして、2
日間にわたり大変なご尽力をいただいた会員の皆様誠に
ありがとうございました。
　11月14日の「多摩分区IM」は、岩原幹事の大変すばら
しい発表もあり無事に終えることができました。
　そして、5月26日（土）の「歩こう会ハッピーライフ支援プロ
ジェクト」に多くの皆さんが参加して頂き大成功に終わるこ
とができました。今回このルートを考案してくれた小町会員
のお蔭で東村山市内にはこのような大変すばらしい自然
が沢山あることを再確認させていただきました。「東村山歩
こう会」を大いに盛り上げ大成功に導いた北久保実行委
員長の行動力に頭がさがります。東京東村山ロータリーク
ラブは、皆さんが個性豊かで団結力のあるクラブだと再認
識させていただきました。皆さん1年間大変ありがとうござ
いました。

■社会奉仕委員会
　飯田委員長代行
　野澤（秀）委員

導犬を紹介してくれました。殺処分直前のミックス犬を訓練
して耳の不自由な障害者に届ける運動です。
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た町なので人一倍なじみが深く、東久留米の方 と々親交を
持つことに喜びを感じました。美味しい鰻料理に舌鼓を打
ち楽しいひと時を過ごせたと思います。現在は東久留米
RCだけですが近くて遠い武蔵野分区のRCとも親睦会が
できればいいなと自分は思います。
　2月20日・21日は地区大会でした。20日の会長幹事会に
出席して生まれて初めて晩餐会と言う会に参加しました。
晩餐会と言うと華やかな舞踏会みたいなイメージでしたが
とてもいい雰囲気で楽しめました。21日の本会議では厳か
な中でも和やかな雰囲気のもと開催されました。佐藤優氏
のユニークな公演を聞きました。色 と々裏話的なエピソード
を含めて勉強になるお話でした。地区大会の後は樺澤宜
野湾友好委員長のお骨折りのもと新宿プリンスホテルの最
上階で素晴らしい夜景を眺めながら美味しいお酒にグラス
を傾けました。宜野湾ロータリークラブの方 と々もしっかりと
友好を深めることができて有意義な時間を過ごせたと思い
ます。
　3月14日は「TRC合同例会」でした。武蔵村山ロータリー
クラブのホストで東村山・東大和・武蔵村山RCの会員相互
の親交を深めました。今年度の波多野ガバナー補佐と次
年度の藤野ガバナー補佐の対談は非常に興味深いお話
が聞けたと思います。懇親会余興の「松ちゃま」も面白く楽
しい時間を過ごせました。
　5月26日は「第2回ハッピーライフ支援プロジェクト東村山
歩こう会」を開催しました。朝早い時間に集合して東村山
市長のお話も頂きスタートしました。東村山消防署では煙
体験・消火器訓練・AEDの講習と普段なかなか体験できな
いことをしました。たいけんの里で休憩をして少し時期が早
かったですが北山公園の菖蒲を鑑賞しました。ふるさと歴
史館では郷土の歴史を学ぶことができました。会員皆さん
が一致団結しての素晴らしい事業ができたと思います。こ
の事業は継続事業として次年度以降もずっと続けて行きま
しょう。北久保実行委員長、本当に大変なお役目を全うして
頂きありがとうございました。
　先週の6月21日は中條クラブ管理委員長のお骨折りで
家族移動親睦例会「あじさい薫る、歴史と文化の鎌倉・横
浜日帰り研修」がありました。明月院で今が盛りのあじさい
を堪能して、「鉢の木」で精進料理に舌鼓を打ちました。鶴
岡八幡宮では珍しい結婚式に出会う事も出来、その後普
段あまり乗ることもない「江ノ電」に乗って七里ヶ浜で江の
島を前にそれぞれがシーズン前の海岸でリラックスした時
間を過ごしました。夜は中華街の老舗中華料理店「聘珍
楼」で素晴らしい料理を満喫しました。和気あいあいとした
とても記憶に残るいい旅だったと思います。クラブ管理委員
会の方々本当にご苦労様でした。
　今年一年幹事として分区及び地区の行事に参加させ
て頂き色々な貴重な体験ができました。特に幹事の皆さん
とゴルフ会を2回開催できたことは素晴らしいことだと思いま
す。年度が終わっても10月12日に幹事また会長さんも含め
たゴルフ会を開催することになりました。このようなつながり
が増えたことは自分の財産がまた一つ増えたと思っていま
す。本年度石山会長は本当によくやったと思います。すべ
ての例会に出席し、色 な々会長として参加する行事にも全
部出ていました。
　話すことも最初の頃はたどたどしい感じを受けましたが、
今ではどのような場面で振られても素晴らしい話をしてくれ
ます。お役が人間を作るって本当なのだなと感心しました。
幹事の自分にもすごく気を使っていただき本当に感謝して
います。自分が幹事のお役目を曲がりなりにも全うできたの
は石山会長のお陰だと思っています。ロータリーに終わりは
ない。一年が終わると次の役目が待っていると次年度ガバ
ナー補佐が仰ってましたが、確かにその通りです。

　次年度は研修会も多くあると聞いています。さらに自分を
高めるために切磋琢磨していこうと思います。
　今年一年間幹事として学んだ事を糧にして今後のロー
タリーライフを更に実りある素晴らしいものにしていけたらと
思ってます。
　みなさま本当に一年間ありがとうございました！！

　岩原幹事1年間本当にありがとうございました。岩原幹
事のお蔭で救われたとういか会長としてやっていけたな
あ、という思いです。
　当初はすごく緊張していましたが、皆様のお蔭でなんと
か会長職を務めることができました。その中で気になったこ
とは、会長方針の中で事務所の活用があった。新入会員
さんは事務所に入ったことがないと思います。少し片づけ
をした。野村会員が倉庫を綺麗にして下さった。「G公式
訪問」の時にテーブルクロスも換えた。次年度以降も「清
潔」を心掛けてください。
　東村山高校への取材の時には、川瀬校長先生、師岡
副校長先生、関山副校長先生、バトミン部顧問阿部先生
には大変お世話になりました。「クリスマス例会」の時、ぎっ
くり腰になった。杖をついて参加し、ご迷惑をおかけした。
前座を務めましたが、中條さん、今度は主役でも抜擢をお
願いします。
　地区大会後の「宜野湾RCとの友好会」では、樺澤さ
んにお骨折りをいただきました。その時宜野湾さんからニ
コニコ（10万円）を頂いた。宜野湾RCさんに感謝申し上
げます。
　「日台親善会議」に初めて参加。中丸会員にお世話に
なりました。ありがとうございました。
　「東村山浄水場」見学。戸澤さん小町さんにお世話に
なりました。近くて遠い所、凄く良い経験ができました。水の
大切さを感じた一日でした。
　米山奨学生の陳さんが、卒業になり、カウンセラーをして
頂いた樺澤会員、本当にありがとうございました。実は、7月
の最初の例会翌日に青少年交換のビアちゃんを成田に
送った。新旧会長と北久保会員と私。こうした受け入れも
また数年後にあります。
　「ハッピーライフ支援プロジェクト東村山歩こう会」が継
続事業として根付けば、良いと思っています。
　各委員長さん、各会員さんに支えられて遂行できまし
た。当初は所作が不適切であるとご指摘頂きましたが、こ
の学びを生かしてこれからのロータリーライフをより充実さ
せていきたいとおもいます。会長終了後も日々精進してゆ
きたいと思います。皆様一年間本当にありがとうございま
した。

■石山会長

■閉会点鐘：石山会長


