
■例会日／毎週木曜日 12:30～13:30
■例会場／八坂神社 社務所
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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1993回例会 2007.8.30

■会長報告 樺澤会長

■点鐘：樺澤会長

■司会：
　林例会運営委員

■地区青少年交換委員会：
　サマーキャンプ地区委員費用一部負担の
　お願いについて
　実施期間　2007年8月26(日)～30(木)
　場　　所　ＹＭＣＡ東山荘(御殿場)
　クラブ負担費用　３万円
■ガバナー事務所：
　9月のロータリーレート　1ドル＝116円
　地区研修委員会開催の案内
　2007年9月11日(火)　18:00～
　於　センチュリーハイアット東京
　(在京)拡大増強委員会並びに会長会開催の案内
　2007年8月31日　15:00～17:00
　　　　 会長会　17:00～17:30
　於　センチュリーハイアット東京
■対人地雷特別除去：
　対人地雷の除去に関する特別委員会の案内
　2007年9月28日(金)　14:00～17:00
　於　ガバナー事務所
■池袋西ＲＣ：
　地区大会記録誌の受理
■青梅ＲＣ：
　多摩分区親睦ゴルフ大会の案内
　2007年10月29日(月)
　午前7:30集合　午前8:00スタート
　於　青梅ゴルフ倶楽部
■｢ロータリーの友｣委員会：
　アンケートのお願い
　会員へメールBOX、事務局にて回収のこと
　戸澤委員長承諾
■東村山社会福祉協議会：
　平成19年度東村山市社会福祉協議会会費納入のお願い
　会費　￥20,000
　納期　平成19年12月22日
■東村山市体育協会：
　第44回東村山市秋季市民体育大会開催の案内
　平成19年9月2日(日)　午前9時開会
　於　東村山市運動公園グラウンド

■米山奨学会：
　(在京)クラブ米山奨学
　委員長会開催の案内
　2007年9月21日　14:00～
　於　グランドパレス3Ｆ｢松｣
■(財)ロータリー米山記念奨学会：
　表彰品、感謝状の受理
　功労者(感謝状)　中丸会員、飯田会員

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢四つのテスト｣
◆ソングリーダー：野澤会員

■お客様紹介：
　木下パスト会長

◆ゲスト：

ガバナー補佐
青梅ＲＣ
桑田茂平様

津久井ＲＣ 山本芳昭様
小 平 ＲＣ 加藤明義様、清水伸一様

直前分区幹事
福生中央ＲＣ
秋山充典様



東京東村山ロータリークラブ

◆金子会員、五十嵐会員、
　樺澤会長、當麻会員、小林会員
　中島会員、野澤会員、目時会員
　野崎会員、當間会員、神﨑会員
　野村会員、田中会員：
　　　　　　花火大会写真ありがとうございました｡

◆秋 山 様：先日の母の葬儀には色々ありがとう
　　　　　　ございました。

◆相羽会員：西武園での花火大会に多くの会員の
　　　　　　皆様に参加いただきました。�

◆加 藤 様、清 水 様：
　　　　　　本日はお世話になります。

◆當麻会員：秋山様ようこそいらっしゃいました｡�

◆恵面会員：本日13:30からの全国トラック協会
　　　　　　の燃料交渉～

◆ 林 会員：初司会で緊張しております。宜しく
　　　　　　お願いいたします｡

◆桑田会員：いつもお世話になります。中村支店
　　　　　　長お世話になります。

◆戸澤会員：桑田ガバナー補佐ようこそおいでい
　　　　　　ただきました。

本日のニコニコ合計： 50,000円
　　累　　　計　　：364,000円

■相羽クラブ管理委員長
　花火大会、大勢の皆様の参加
　有り難うございました。
　10月21日(日)10月22日(月)
　親睦旅行、新潟県赤倉温泉と
　なりました。素晴らしい温泉ですので大勢の参
　加お願いします。

■當麻直前会長
　2007年規定審議会において、
　標準ロータリークラブ定款上
　で「四大奉仕」を定義する提
　案が採択されました。この提
　案は原文を重田政信理事が起草したものに若干
　の修正を加えてRI理事会提案として、規定審議
　会に提案されたもので、423対43という大差で
　採択されました。
　CLPに基づいてRI理事会が発表した推奨クラブ
　細則中の委員会構成が、四大奉仕を尊重してい
　ないという批判が強かっただけに、1927年に制
　定された四大奉仕が、80年経って定款上に改め
　て記載された意味は大きいと思います。ロータ
　リーの綱領があるから四大奉仕を記載する必要
　はないという意見もありますが、ロータリーの
　綱領の条文は四大奉仕と対比したものではなく､
　ここで改めて四大奉仕を再定義したことは大き
　な意味を持っています。
　標準ロータリー・クラブ定款は次のように改定
　されます。

■委員長報告

■ニコニコＢＯＸ 熊木クラブ管理委員

■皆出席：土方会員(29回目)
　　　　：相羽会員(10回目)

■米山功労者：
　中丸会員、飯田会員

■幹事報告 河野幹事

■回覧：
　｢友｣インターネット速報
　No.297、298、299
　ハイライトよねやま
　米山梅吉記念館　館報
　あきつ
　こすもす
　週報(小平ＲＣ、所沢中央ＲＣ)
■例会変更：
　所沢中央ＲＣ　9月17日(月)→例会取りやめ
■ガバナー事務所：
　水対策に関するプロジェクトについて
■ガバナー公式訪問：
　皆様の協力よろしくお願いします。

■出席報告 石山例会運営委員

■前々回メークアップ修正後
　前々会欠席：2名
■前々回出席率
　メークアップ修正後：94.74％
■前々会メークアップ者：
　村田会員　東大和ＲＣ
　當麻会員　東大和ＲＣ
　戸澤会員　所沢中央ＲＣ
　石山会員　小金井桜ＲＣ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

40 35 0 5 86.84



東京東村山ロータリークラブ

■点鐘：樺澤会長

　第5条四大奉仕部門
　ロータリーの四大奉仕部門は、本ロータリーク
　ラブの業務の哲学的および実際的な規準である｡
　1.奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラ
　　ブの機能を充実させるために、クラブ内で会
　　員が取るべき行動である。
　2.奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業およ
　　び専門職務の道徳的水準を高め、あらゆる有
　　用な業務は尊重されるべきであるという認識
　　を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理
　　想を生かしていくという目的を持つ。会員の
　　役割には、ロータリーの理念に従って自分自
　　身を律し、事業を行うことが含まれる。
　3.ロータリーの第三奉仕部門である社会奉仕は
　　クラブの所在地域または行政区域内に居住す
　　る人々の生活の質を向上させるために、時に
　　は、他の人々と提携してロータリアンが行う
　　さまざまな活動から成る。
　4.ロータリーの第四奉仕部門である国際奉仕は
　　国際理解、親善、平和を推進するために、会
　　員が行う活動から成る。このような推進は、
　　読書や文通、さらには、他国の人々を助ける
　　クラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力
　　することを通じて、他国の人々とその文化、
　　慣習、業績、願望、問題に対する認識を培う
　　ことによって行われる。

■報告　熊木クラブ管理委員
　愛知県常滑市ロータリーに出席
　しました。会員40名程度、95％
　の出席率。温かく迎えて頂き焼
　き物のバナーを頂いてきました。

■ゴルフ部　中丸例会運営委員長
　多摩分区親睦ゴルフ大会
　10月29日(月)
　青梅ゴルフクラブ
　8名以上の参加お願いします。
　上位2クラブ3月13日我孫子ゴルフクラブで決勝
　大会行われます。

■戸澤会員研修委員長
　｢ロータリー友｣誌アンケート
　記入お願いします｡

■野村国際奉仕委員長
　国際ロータリークラブ大会、
　ロサンゼルスで行われます。
　6月15日～6月18日
　会員の皆様の参加お願いします。

■クラブ協議会
■司　会：河野幹事

■挨　拶：樺澤会長

■町田クラブ奉仕委員長
　ガバナー公式訪問の今日の予行
　練習は聞いてませんでしたが、
　・例会のあり方
　・会員増強
　・東村山の現状
　を話してみようと思います。

■神﨑職業奉仕委員長
　東村山の皆様とお付き合いした
　い気持ち、したくない気持ちを
　話してみようと思います。

■目時社会奉仕委員長
　20年前に入会しました。
　当時会員53名､現在上から4番目
　なりました。会員増強の思いを
　話してみようと思います。

■野村国際奉仕委員長
　世界大会の事を話してみようと
　思っています。

■土方プログラム委員長
　東村山のロータリーの歴史を話
　してみようと思います。

■高橋例会運営副委員長
　東村山の紹介、市の環境歴史等
　を考えています。

■石山例会運営委員
　入会して良かった所、悪かった
　所、素直に話してみようと思っ
　ています。
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出席規定適用免除者

細渕　一男

相羽　　正

赤木　盛一

恵面　好晴

林　　　博

土方　義一

細渕　　清

飯田　能士

熊木　敏己

石山　　敬

樺澤　　襄

金子　哲男

神崎　　武

木下　清一

北久保眞道

河野　　諭

小林　　学

町田　清二

目時　俊一

村越　政光

村田　秀雄

中丸　繁男

中村　敏幸

二ノ宮　繁

野村　高章

野崎　一重

野崎　征吉

野澤　秀夫

大仁田隆義

杦山　佳雄

高橋　　眞

竹田　光明

田中　重義

當間　　眞

當麻　　誠

戸澤　　忠

漆原　次男

山本　智治

隅屋　宜一
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名：名誉会員　　○：出席　　△：メークアップ


