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国際ロータリー･テーマ

ロータリーは分かちあいの心

今年度会長テーマ
ロータリーは楽しさを分かちあい
　 ロータリーに楽しさを分かちあい
　　　新しい仲間の輪を拡げましょう　皆さまとともに

第1986回例会 2007.7.5

■会長報告 樺澤会長

■幹事報告 河野幹事

■司会：
　中丸例会運営委員長

■点鐘：樺澤会長

■斉唱：国家｢君が代｣
■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：村田会員

■お客様紹介：野崎パスト会長

◆ゲスト：

◆ビジター：
　新入会員：中島捷五
　紹 介 者：野沢会員

ガバナー補佐
桑田茂平様

■ガバナー事務所：地区委員｢委嘱状｣の受理
　地区研修委員会　　　　　地区委員　當麻会員
　地区青少年育成委員会　　委　　員　竹田会員
　地区青少年交換委員会　　副委員長　野澤会員
　地区対人地雷の撤去に関する特別委員会
　　　　　　　　　　　　　常任委員　神埼会員

■対人地雷除去委員会：
　暑気払出席者の確認について
　2007年7月11日(水) 18:00～

■回覧：
　｢友｣インターネット速報
　｢心の東京革命｣会報19号

■例会変更：
　●東京城北ロータリークラブ
　　 7月20日(金)　移動例会クラブフォーラム
　　　　　　　　　会場：熱海 大観荘
　　 8月17日(金)　休会(定款第5条)
　　 9月14日(金)　休会(定款第5条)
　　　　21日(金)　夜間例会(レディスナイト)
　　10月19日(金)　19～20日移動例会(親睦旅行)
　　11月16日(金)　地区大会(11/15)へ振替
　　11月23日(金)　休会(祝日)
　　12月14日(金)　夜間例会(家族親睦忘年会)
　　12月28日(金)　年末休会

　●東京板橋セントラルロータリークラブ
　　 8月10日(金)　特別休会
　　 9月14日(金)　移動例会
　　　　　　　　　(9月13日　夏季懇親会)
　　11月16日(金)　地区年次大会(11月14日～
　　　　　　　　　11月15日)に振替
　　11月23日(金)　祝日休会
　　12月28日(金)　特別休会

分区幹事
数野国明様



東京東村山ロータリークラブ

■出席報告 杦山副委員長

■ニコニコＢＯＸ

■前々回出席率
　メークアップ修正後：89.19％
■前々回欠席者：4名
■前々会メークアップ者：なし

■皆出席：杦山会員(5回目)
■ご結婚祝月：小林会員
■会員誕生祝月：
　當間会員、熊木会員
■令夫人誕生祝月：
　樺澤会長、赤木会員、隅屋会員、村田会員

　●東京板橋ロータリークラブ
　　 7月24日(火)　振替休会
　　　　　　　　　7月21日　夏季懇親会に振替
　　 8月14日(火)　特別休会
　　 9月18日(火)　特別休会
　　10月23日(火)　振替休会
　　　　　　　　　10月10日　区民祭に振替
　　11月13日(火)　振替休会
　　　　　　　　　11月10日　板橋音楽祭に振替
　　11月20日(火)　振替休会　11月14日～15日
　　　　　　　　　地区大会に振替
　　12月18日(火)　夜間例会
　　12月25日(火)　特別休会

　●東京四谷ロータリークラブ
　　※第5例会は夜間例会となります。
　　 7月12日(木)　定款第5条1節による休会
　　 7月19日(木)　→20日(金)
　　　　　　　　　納涼家族会(夜間例会)
　　 8月16日(木)　定款第5条1節による休会
　　10月18日(木)　→20日(土)移動例会
　　11月15日(木)　→14・15日(水・木)
　　　　　　　　　地区大会に振替
　　12月13日(木)　忘年家族会(夜間例会)
　　12月27日(木)　定款第5条1節による休会

　●東京江戸川中央ロータリークラブ
　　 7月26日(木)　夜間例会(第1回クラブフォーラム)
　　 8月16日(木)　特別休会
　　 9月13日(木)　夜間例会(第2回クラブフォーラム)
　　 9月20日(木)　特別休会
　　11月15日(木)　第2580地区大会に振替
　　12月13日(木)　クリスマス家族会に振替
　　12月27日(木)　特別休会

　●東京あすかロータリークラブ

◆町田会員：樺澤会長、河野幹事本年度の舵取り
　　　　　　よろしくお願いいたします。
◆土方会員、野崎会員、二ノ宮会員：
　　　　　　桑田ガバナー補佐、数野分区幹事よ
　　　　　　うこそおいでいただきました。中島
　　　　　　さん再入会おめでとうございます。
　　　　　　今年度、樺澤会長、河野幹事一年間
　　　　　　よろしくご指導お願いします。
◆山本会員：本日より、一般会員席に座らせて頂
　　　　　　きます。一年間色々とありがとうご
　　　　　　ざいました。
◆當麻会員、村田会員：
　　　　　　樺澤会長、河野幹事、一年間頑張っ
　　　　　　て下さい。
◆木下会員：當麻前会長、山本前幹事ご苦労さま
　　　　　　でした。
◆竹田会員、野澤会員、當間会員
　　　　　　樺澤会長、河野幹事、一年間よろし
　　　　　　くお願いします。お役に立てるよう
　　　　　　門出をお祝いします。体に気をつけ
　　　　　　て頑張って下さい。
◆例会運営委員会、五十嵐会員：
　　　　　　當麻会長、山本幹事一年間ご苦労さ
　　　　　　までした。
◆北久保会員：
　　　　　　樺澤会長、河野幹事、一年間よろし
　　　　　　くお願いします。
◆金子会員：當麻前会長、山本前幹事さんご苦労
　　　　　　さまでした。
◆戸澤会員：樺澤会長、河野幹事、一年間よろし
　　　　　　くお願いいたします。
◆野崎会員：當麻会長、山本幹事、一年間ご苦労
　　　　　　さまでした。
◆樺澤会長、河野幹事：
　　　　　　桑田ガバナー補佐、数野分区幹事よ
　　　　　　うこそおいでいただきました。中島
　　　　　　さん再入会ありがとうございます。
◆中島会員：再入会させていただきました。よろ
　　　　　　しくお願いいたします。
◆細渕会員：新年度早々で大変申し訳ありません
　　　　　　が、おはらいの･･･
◆目時会員：樺澤会長、河野幹事、一年間健康に
　　　　　　気をつけて･･･
◆隅屋会員：野口宮司様、お祓いありがとうござ
　　　　　　いました。
◆桑田ガバナー補佐、数野分区幹事：
　　　　　　今年度、大変お世話になります。
◆神崎会員：樺澤会長、河野幹事、一年間頑張っ
　　　　　　て下さい。
◆国際奉仕委員長 野村会員：
　　　　　　樺澤会長、河野幹事、今年一年よろ
　　　　　　しくご指導の程お願いします。

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

40 33 0 7 78.95

熊木委員

本日のニコニコ合計：141,000円
　　累　　　計　　：141,000円



東京東村山ロータリークラブ

■委員長報告 漆原ゴルフ部部長

■クラブ協議会
■樺澤会長

　私は歴史と伝統を誇る東村山
ロータリークラブの第41代目の
会長として、その責任の重さに
慄きながら、この一年、クラブ創設50周年に向け
た第一歩の年として、楽しいロータリー活動を目
標として務めて参りたいと存じますので、皆様の
ご協力とご指導をお願い申し上げます。
　本年度は、クラブ創設半世紀に向けての出発点
ですので、原点に帰ろうと、初代会長の野澤良助
様のテーマをみましたら、｢諸君とともに｣でした。
そこで、我がクラブのテーマに｢皆様とともに｣を
加えさせていただきました。我がクラブの創立時
の崇高な意気込みをもって創設半世紀に向けてス
タートを致したいと存じます。
　ウィルキンソンＲＩ会長は、
｢ROTARY SHARES　ロータリーは分かちあいの心｣
をテーマに掲げられました。
　淺川ガバナーは、国際RI第2580地区のサブテー
マとして、｢まず､『楽しく、魅力あるクラブあり
き。そして、良き友と共に奉仕を!』(分かちあい
の心を持って!)｣を掲げられております。
　さらに、桑田ガバナー補佐は、｢淺川ガバナー

　7月度より発足し、当クラブの
会費は半期3,000円としたいと思
います。
　尚、ゴルフに参加が出来なく
とも懇親会にご出席できる方々
の入会はＯＫです。
特に事情がない方を除いて、全員参加をお願いい
たします。

の方針を多摩分区で拡げて、まず、楽しく、魅力
ありきの活動により、クラブの活性化をはかるこ
と、及びロータリークラブを理解できる友人を会
員として見出し、クラブ活動の充実と社会貢献へ
の展望を開いていく｣とされています。
　そこで、私は、
　　ロータリーは楽しさを分かちあい
　　　ロータリーに楽しさを分かちあい
　　　　新しい仲間の輪を拡げましょう
　　　　　皆様とともに
を掲げさせて頂きました。このテーマは、まず、楽
しさはロータリーから分けて戴くだけでなく、ロ
ータリーに楽しさを分かちあいましょう。という
ことです。
　次に、｢新しい仲間の輪を拡げましょう｣は、増
強がクラブには焦眉の課題であり、楽しい新しい
仲間の輪が拡がることを願っております。
　我がクラブでは、創設20年から30年の間には3分
の2の方が入れ替わっており、また、創設30年から
40年の間には3分の2の方が退会されたり、お亡く
なりになっており、私は、我がクラブに入会させ
て戴いて10年を経過しましたが、私より後から入
会されて退会された方が20名以上おられ、我がク
ラブの特殊な事情かもしれませんが、増強は絶対
に欠かせない重要な課題です。
　新しい仲間づくりによって、魅力あるクラブの
構築で、先ほど申し上げました増強で、すでに本
日中島さんをお迎えでき、この調子で毎例会ごと
に入会していただく方があれば、少なくとも40名
は増強となる計算となりますが、願望は願望とし
て、退会者がなくなることも増強に繋がることと
信じており、増強委員会の委員の皆様に限らず会
員皆様の心配りをお願いしたいと思います。
　本年度のクラブの目標としては次の通りです
が、炉辺会合などで既に何回もお話させて戴いて
おりますので、詳しくは申し上げませんので、近
くお配りできるクラブ概況をご参照ください。
　まず、本年度から再編成されたクラブの委員会
活動の定着と効率化ですが、統廃合された委員会
の皆様には大変ご苦労さまですが、よろしくお願
いします。
　江戸時代は農民、商人など職分ごとに道徳があ
り、国家社会への奉仕義務が決まっており、江戸
人は幼児から職分倫理を厳しく叩き込まれてきま
した。その職分を解き放ったのが明治維新であ
り、新しい職業ができ、さらに、戦後の社会開
放、さらに、昨今の規制緩和の流れが、新しい職
業を発生して職業倫理が追いつかなくなって不祥
事が生じていると考えられます。
　例えば、昔はといっても今から数十年前まで
は、コロッケなどは肉屋さんが店頭で作って販売
していましたが、レトルト食品として開発され、
この新しい職業に職業倫理が育つ余裕が無いので
はないかと思います。
　昨今の社会をみますと、企業のモラルというか

■ゲストの方々から
■ガバナー補佐　桑田茂平様
　今年度ガバナー補佐拝名させて頂きました。東
　村山ロータリークラブの皆様の協力を頂きまし
　て発展させて頂きたくよろしくお願いします。
　ガバナーの公式訪問は個別になりました。東村
　山の中村支店長に毎回出るようにハッパをかけ
　られましたが、仕事が仕事だから情状酌量でお
　願いします。

■分区幹事　数野国明様
　今度、分区幹事を拝名しました。微力ではあり
　ますが精一杯頑張ります。
　東村山の皆様にお世話になりますが、一年間よ
　ろしくお願いします。



東京東村山ロータリークラブ

倫理の欠如は愕然とし、そのようなことはロータ
リアンであればそのようなことは起きないと言わ
れておりました。しかし、最近の報道によれば、
ロータリークラブの会長経験者が耳をふさぎたく
なるような反社会的な商売をされ、これはロータ
リーの危機でもあると言えます。
　このような職業人の道徳性の低下には、自己研
鑚の場で、職業の道徳性と品位を高め、その価値
を認めるところのロータリーの職業奉仕の心が求
められているところであります。
　幸い我がクラブにはお亡くなりになられたパス
トガバナーの阿部士良先生から伝統的に職業奉仕
に熱心で、我がクラブではこの10年間に、｢私の
職業｣(職業奉仕委員会2000年5月東京東村山ロー
タリークラブ)、｢職業奉仕にふれて｣(職業奉仕委
員長　野澤秀夫著2001年10月東京東村山ロータリ
ークラブ)、｢職業奉仕の心｣(職業奉仕委員会2006
年6月東京東村山ロータリークラブ)が作成され、
さらに、｢ロータリー運動と職業倫理－職業奉仕
の概念－｣(東京東村山ロータリークラブロータリ
ー情報委員長　野澤秀夫著･発行)が前年度のロー
タリー情報委員長の野澤秀夫会員が刊行されてい
ます。
　そこで、職業奉仕委員会、研修委員会のご協力
を戴いて職業奉仕の心を磨き、会員が同業者など
の仲間に職業奉仕の心を拡げ、職業奉仕の心は東
村山から発信できるようになれば、すばらしいこ
とと考えています。
　ロータリーに相応しい、地域に密着した社会奉
仕を行いたいと思います。そして、長い間参加し
ていた市の産業祭などには引き続き参加したいと
思っております。
　また、昨年度まで続いた東村山市中学校の野球
大会は一応の目的を達成しましたので、新たな社
会奉仕ができればと社会奉仕委員にお願いをして
おります。
　我がクラブでは、3年毎に世界大会に参加して
まいりましたので、ロスの世界大会には参加した
いと思っております。
　次に、本日の分から、週報ですが、パソコン編
集･発行することになり、また、前回の例会で、
前会長から紹介がありましたように、我がクラブ
のホームページが一新され、また、そこで週報も
閲覧できるようになり、我がクラブの広報活動に
もなり、さらに、週報の電子化保存が可能になり
ます。
　次に、例会における途中退席の問題ですが、我
がクラブの定款によれば原則としては、例会時間
の60％に出席しないと出席として認められません。
　私は折角、木曜日を楽しみにして、会員に少し
でも会いたいと出席された会員が、早退しなけれ
ばならないご事情の会員の出席を排除しようとす
るものではありません。しかしながら、筋だけは
通したいと存じますので、早退する方は、幹事の
許可を得てからご退席ください。
　次に、ガバナーの公式訪問ですが、皆様から､

東京東大和ロータリークラブと東京武蔵村山ロー
タリークラブとの合同例会とすることにご理解を
戴きましたが、東京東大和ロータリークラブと東
京武蔵村山ロータリークラブとでは単独でするこ
とを表明されましたので、我がクラブも単独で実
施されることになりました。
　実は、私は、先般、ガバナーのご紹介で、ガバ
ナーはわが国の古代から中世において中央から地
方に派遣された国司のように、ＲＩから財団の基
金という租税の取立人として派遣された役割を説
明しましたが、たびたびお会いしている間に、我々
が選んだすばらしいガバナーであると、尊敬の念
を深くしております。
　そこで、ガバナーがわざわざ我がクラブを訪問
されることになりますので、セレモニーに終わる
ことなく、我がクラブの真の姿を見て戴き、我が
クラブのすばらしさを認識して戴きたいと思って
おり、皆様とご相談の上、桑田ガバナー補佐、数
野分区幹事にお願いをしたいと考えております。
　この一年、素晴らしい河野幹事さんと共に、事
務局の菱沼さんの助けを戴いて一生懸命務めてま
いりますので、よろしくご指導とご協力をお願い
します。
　本年度は皆様と楽しく過ごすことのできるよう
に笑顔を絶やさないように努め、会長の笑顔が見
たいので、例会は必ず出席すると言われれば望外
の喜びであります。

■河野幹事

《活動方針》
｢楽しさ｣を提唱される会長方針
にそって、明るく充実したクラ
ブになるよう心がけながら、会員相互の親睦と融
和を図るとともに、クラブの運営が円滑に推進さ
れる｢要｣となれるよう努めます。そんな橋渡しの
お手伝いができる幹事として全うできれば良いな、
と今の自分に言い聞かせております。

《事業計画》
1.明るい活気ある、そして｢楽しさ｣を分かち合え
　るクラブ運営に努めます。
2.会長、理事、各委員会との連絡を密にし、例会･
　事業を通して親睦と友情の我が深まるよう努め
　ます。
3.各委員会の事業が円滑に推進できるよう、炉辺
　会合等を通じて会員とともに学んで行きたい。

折角先輩に皆さんと一緒に過ごせる機会を戴いた
のですから、その中でどういう風に過ごして行く
かは自分で決めることだと思います。
楽しくするもつまらなくするも自分次第。
皆さんが経営者としての先輩です。
良いところをいただきましょう。

■点鐘：樺澤会長


