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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2011回例会 2008.1.17

■幹事報告 河野幹事

■会長報告 樺澤会長

去る13日に開催された東村山周
回駅伝大会に参加された選手の
皆様大変ご苦労様でした。皆様
の鍛錬の成果で、怪我もなく、
無事たすきも最後のランナーま
で渡りほっとしました。また、
応援の会員の皆様、寒いところありがとうござい
ました。駅伝競走の結果は見事、目標とされてい
た青年会議所に勝つことができ、来年の目標を進
呈したことになりました。

■前々回メークアップ修正後
　前々会欠席：3名

■前々回出席率
　メークアップ修正後：92.68％

■前々会メークアップ者：
　赤木会員：理事会　　　北久保会員：所沢ＲＣ
　林　会員：東大和ＲＣ　熊 木 会 員：所沢ＲＣ
　中島会員：東大和ＲＣ　杦 山 会 員：所沢ＲＣ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

43 32 1 10 75.61

■点鐘：樺澤会長

■司会：
　高橋例会運営副委員長

■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

■ガバナー事務所：
・海外で活躍する米山学友の里
　帰り制度｢米山学友ホームカミ
　ング制度｣の案内
　　・1地区年間1名
　　　補助金上限25万円
　　・2008年度より初年度として試行
・ロータリー米山奨学生学友会東京2008年度
　インターナショナルサロン開催の案内
　2008年2月3日(日)　14:00～17:00
　於　亀戸文化センター

・国際大会における日本人親善朝食会の案内
　2008年6月15日(日)　7:00～9:00
　於　ホテル ウェスティン ボナベンチャー
・地区運営費･事業費等振込みの案内
　①地区運営費･事業費
　　2008年1月1日現在
　　会員数43×6000円＝258,000円
　②ガバナー月信購読料
　　41(会長･幹事分除く)×735円＝30,135円
　③青少年交換プログラム資金
　　43×1500円＝64,500円
■東村山国際交流連盟：
　東村山国際交流連盟｢新春の集い｣の開催について
　1月26日(土)　14:00～
　会場　市民センター
■東村山教育委員会：
　｢心豊かな子供の成長を願う市民の集い｣
　後援についてのお願い
　平成20年2月3日(日)　13:30～
　於　東村山市立中央公民館ホール
■回覧：
　ハイライトよねやま 95
　｢友｣インターネット速報 No.317、318

■出席報告 石山例会運営委員
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本日のニコニコ合計：　 61,000円
　　累　　　計　　：1,089,900円

■相羽クラブ管理委員長
　ロータリーの友を役立ててくだ
　さい。委員会の担当者は例会の
　前に一読し他の会の活動や感動
　を与えるような記事を例会でお
　知らせして欲しいと思います。ホームページで
　リアルに新しい情報をお知らせしています。会
　長、幹事は是非ロータリージャパンのホームペ
　ージの新しい情報をクラブ会員にお知らせして
　欲しいと思います。友に載せて欲しいとの情報
　もたくさん戴きますが、全国からの怪異ですの
　でなかなか難しいが是非投稿してみて下さい。

■野村国際奉仕委員長
　1月中に人数をまとめたいと思
　いますので、ご協力お願いしま
　す。20名の予定に若干足りませ
　ん。是非、参加協力をお願いし
　ます。

■神﨑対人地雷除去特別委員会
　常任委員
　多摩分区No.1になれるよう是非
　協力をお願いいたします。
　ポケットマネーで良いのでよろ
　しくお願いします。

■野澤次年度ＩＭ実行委員長
　次年度ＩＭ実行日早いですがお
　知らせしておきます。
　11月6日(木)昭島昭和館で行い
　ます。よろしくお願いします｡

■委員長報告

■ニコニコＢＯＸ 熊木クラブ管理委員

◆當間会員：13日に行われました
　　　　　　市内駅伝大会には選
　　　　　　手の皆様お疲れ様で
　　　　　　した。
◆樺澤会長、河野幹事：
　　　　　　限られた残りの半期、皆様とともに
　　　　　　楽しく終えるよう頑張りたいと思っ
　　　　　　ております。ご協力お願いします。
◆漆原会員：樺澤会長、河野幹事、会員の皆様、
　　　　　　本年も宜しくお願い致します｡
◆當麻会員：赤木さん、飯田さん、村田さん、熊
　　　　　　木さん、羽村さんご苦労様でした。
◆溝井会員：新年会には大変お世話になりありが
　　　　　　とうございました。
◆村田会員：市内駅伝大会、マラソンは26年ぶり
　　　　　　でした。気合いで走りました。
◆五十嵐会員、中丸会員、細渕会員、小林会員、
　石山会員、樺澤会長、中島会員、山本会員、
　河野幹事、目時会員、熊木会員、野村会員、
　當麻会員、林会員、相羽会員、肥沼会員：
　　　　　　写真ありがとうございました。

■皆出席：
　神﨑会員、當麻会員

■会員誕生祝月：
　金子会員、中島会員

■令夫人誕生祝月：
　土方会員、五十嵐会員、
　野澤会員、當麻会員、
　神﨑会員、小林会員

■ポール･ハリス･フェロー

■メダル授与
　河野会員、山本会員、漆原会員

■クラブ協議会
■樺澤会長
7月から早くも半牛経過し、皆様
方のご支援、ご協力により何かと
会務をこなすことができましたこ
と、心よりお礼申し上げます。
振り返りますと、上半期は、皆様方の今までのロ
ータリー活動の成果といえる意義ある業績賞を受
賞するなど口一タリー活動の集大成の年でした。
下半期は、政治･経済に大きな波乱が予測される
昨今ですが、下半期は、我がクラブが、創設50年
に向けて羽ばたくときであると思っており、粛々
と自然体で務めて参りたいと思います。
これからの行事といたしましては、ＩＭ(インタ
ーシティ･ミーティング)が｢クラブ･友･そして奉仕｣
というタイトルにでフォレスト･イン昭和館でこ
の2月19日に開催されます。皆様のご出席をお願
い申し上げます。
さらに、3月27日(木)ですが、フオ一ＲＣ、清瀬･
東大和･武蔵村山と我がクラブの合同例会が我が
クラブのスポンサーで開催されます。講師はプロ
野球広島カープの元監督古葉様にお願いしてあり
ます。
また、6月には、世界大会が行われますが、国際
奉仕委員会のご努力により、多くの皆様が参加で
きればと思っております。
次に、会員増強ですが、お蔭様で、皆様のご協カ
で、上半期は4人会員が増強できました。また、
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■点鐘：樺澤会長

社会奉仕、特に、青少年奉仕などは、学校の年度
初めが4月でロータリーでは7月が年度初めとなり
ますので、事業計画が難しい点がありますので、
できれば、次年度の下準備として次年度の委員の
皆様と協力してお手伝いができれば良いのではな
いかと思い、町田次年度会長ともお打ち合わせし
たいと思っております。
また、上半期は、CLP、クラブ･リーダーシップ･
プランにより改正されたクラブ細則に基く会務の
運営が開始されたときで、特に大きく併合された
例会運営委員会、クラブ管理委員会、財団・米山
委員会など委員会の皆様には、戸惑いと、ご負担
をお掛けしたことと推察申し上げます。この体制
で一年経過するところで、問題点を摘出し、細則
に問題があれば改定などの検討を次の執行部にお
願いすることになるかと思います。
ＩＭでは、パネラーとして次のような発言を行い
たいと思いますので、ご意見よろしくお願いしま
す。
ロータリークラブだからといっても、格式ばらず、
気負いのない、無理がない、自然な態度の地域に
愛着を持って、互いに信頼できる会員が一体とな
って地域に愛着をもって地域に密着したロータリ
ー活動が、楽しく、魅力ある活動に繋がるものと
考えます。
ロータリー活動が、われわれ会員の日常の生活に
溶け込むことによって、会員の足が自然とロータ
リークラブに向くことになると思います。それに
は、例会の卓話も大事ですが、まず、その前に、
例会において、挨拶だけでも良いのですから、出
席した会員全員が、お互いに何か言葉を交わすよ
うにずること、この会員同士が互いに言葉を交わ
すことからお互いが理解し合えるとともに、さら
に炉辺会合、家族親睦会などを交流を通して、会
員同士がより親密となります。
そして、会員の皆様と会話を交わすことにより、
職務の緊張が解けて、仕事を忘れ、会話が弾み、
お互いの理解がさらに進み、信頼感が深まるもの
と考えます。
そこで、ロータリーの奉仕活動の原点に返ってみ
ますと、皆様ご承知の通り、1906年ドナルド･カ
ーターはシカゴロータリーに入会を勧誘されたと
き、ロータリーの目的が会員同士の親睦、相互扶
助では、ロータリーに関係のない一般市民はどう
なるのでしょう。地域社会に育てられ、何のお返
しもしないのはあまりにもエゴイズム過ぎるので
はないか。自分だけが良い思いをしようとするク
ラブには将来性がないでしょうと、ロータリーク
ラブへの入会を断ったドナルド･力一ター物語を
思い出して下さい。
そこで、クラブ会員の親睦を通して各会員同士が
お互いを理解した上で、全員が気軽に参加できる
地域に愛着をもって地域に密着した奉仕活動を行
うことによって、お互いが共通した汗水と疲労が
さらに会員同士を結び付けることになり、満足で
き、これが楽しく、魅力ある活動となるものと信
じております。我がクラブは、青少年のために、
青少年とともに、クリーンキャンペーン、少年野

球大会、東村山市産業祭、中学生の文科系部活発
表会など、地域に愛着をもって地域に密着した奉
仕活動を、互いに信頼し合える会員全員が力を合
わせて行ってまいりました。これらの社会奉仕、
青少年奉仕活動が、楽しく、魅力ある活動となっ
ていると信じており、これが意義ある業績賞の栄
誉に輝くことができたものと信じております。

■河野幹事
皆様の協力よろしくお願いします。
私事ですが、昨年2月17日交通関
係で勲章を頂きました。今日は
ロータリーからまた勲章を頂き、
今年も良い年にしたいと思います。樺澤会長の足
を引っ張らないよう努めて行きたいと思っていま
す。
2月19日にＩＭの会議が開かれます。昭和館にて
12:30東村山駅集合、12:40に出発します。
今年は｢会長大いに語る｣ということになっていま
す。会場一体型で進めるそうで、いつ皆さんが指
名されるか分かりませんので心づもりをお願いし
ます。
次のフォーＲＣは中島会員にご紹介いただき講師
をプロ野球広島カープの元監督古葉様にお願いし
ております。現在軟式少年野球に力添え頂き活躍
されていると聞いております。
会員増強の件ですが、多摩信用金庫の中村支店長
が豊田に転勤なされました。新しく高橋支店長を
迎え、3月第1例会日に入会式を予定しております。
島田元会員、6月最終例会日に入会式を予定して
おります。
自分に与えられた役職が、自分自身を成長させて
いくものだと思っています。毎年、年会費を授業
料と思って勉強させていただこうと思っています。
今後ともご指導の程よろしくお願いします。


