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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2024回例会 2008.4.24

■幹事報告 河野幹事

■会長報告 樺澤会長

4月17日に国際ロータリー第2750地
区の東京昭島ロータリークラブの
創立40周年記念式典に、土方会員、
木下会員とともに参列して参りま
した。東京昭島ロータリークラブ
も、東京立川ロータリークラブを
スポンサーとして誕生し、我がクラブとは兄弟クラブ
となります。記念講演では首都大学東京の学長の西澤
潤一先生が｢青少年の健全育成｣・｢家庭教育と小学校教
育｣というお話をされ、共感するところが多く、日本の
教育はこれでよいのかと考えさせられました。私は特
許の仕事をしている関係から、八木アンテナのお話に
興味をもちましたので、ご紹介したいと思います。西
澤先生は皆様ご承知のとおり、東北大学の電気通信研
究所の所長・総長などを歴任され、また、半導体レー
ザーの発明、光ファイバーの発明で特許をとられ、また、
仙台ロータリークラブの会員でいらっしゃるそうです。
日本では、基礎技術の開発がなく、応用技術の開発が
得意であるといわれていますが、日本にも立派な基礎
技術の開発がなされているという例として、八木秀次
さんの八木アンテナの基礎となる電波指向方式の発明
のお話がありました。私の八木秀次さんのアンテナの
発明は、戦争のためテレビの普及が遅れ、特許発明と
なっても、利益が得られなかったという程度の認識で
した。西澤先生のお話は、この八木さんの発明の電波
指向方式の原理を利用したレーダーによりイギリスで
はドイツの爆撃機を探査して爆撃機を追撃したという
お話でした。

そこで、色々調べてみますと、この八木さんの電波指
向方式の発明は日本では殆ど注目されませんでしたが、
欧米では八木さんの電波指向方式の論文から電波の指
向性に注目し、この原理でレーダーの性能を飛躍的に
向上させたそうです。戦時中、シンガポールを占領し
た日本は、レーダーの技術書にYAGIの記述があり、捕
虜のイギリス兵に意味を聞いたところ、日本人の発明
者の名前だと教えられてびっくりしたという話がある
そうです。
現在においても、電波指向方式の論理に基くテレビア
ンテナほど汎用性が高く、抜群の精度を誇るアンテナ
は開発されていないということで、応用技術が発達し
ているのかなと思いました。そこで、調査の結果、や
っと見つけたのが、この特許69115という特許です。そ
してびっくりしたのは、この発明者の八木秀次さんは
昭和19年から20年の間の戦時中に特許局の局長をされ
ておられたことです。また、今でこそ少なくなりまし
たが、明治末から大正にかけて特許されたもので今日
までそのままで利用されているのが亀の子たわしであ
るそうです。また、4月20日の日曜日に東村山消防少年
団の入卒団・進級式に参列しました。防火・防災・助
け合い思いやりの心を忘れないで成長することを祈り
ました。

■ガバナー事務所：
・2008～09ＲＩ会長主催会議
　(会員増強)の案内
　2008年7月7日(月)
　9:30～17:00　 会議
　17:30～19:00　夕食会
　於　ホテルグランパシフィックメリディアン
・第3回対人地雷に関する特別委員会会議事録の
　受理
■東村山市緑を守る会：
　第19回東村山春の緑の祭典開催の案内
　2008年4月29日(火)
　10:00　オープンセレモニー
　17:00　開会
　於　都立東村山中央公園
■回覧：
　｢友｣インターネット速報 No.332

■点鐘：樺澤会長

■司会：
　中丸例会運営委員

■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



東京東村山ロータリークラブ

本日のニコニコ合計：　 30,000円
　　累　　　計　　：1,477,500円

■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：95.00％

■前々会メークアップ者：
　石山会員：所沢中央ＲＣ
　中島会員：東大和ＲＣ
　村田会員：東大和ＲＣ
　中丸会員：理事会

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

43 34 3 6 84.62

■出席報告 漆原例会運営委員

■ニコニコＢＯＸ 熊木クラブ管理委員

◆肥沼会員：本日イニシエーショ
　　　　　　ンの日です。皆様宜
　　　　　　しくお願い致します。
◆石山会員：本日のイニシエーシ
　　　　　　ョンスピーチ皆様宜
　　　　　　しくお願いします。寝ないで下さい
　　　　　　ね。
◆目時会員、戸澤会員：
　　　　　　地区協議会も終了し、5月からＩＭ
　　　　　　の準備に入りますが当クラブが7年
　　　　　　ぶりにホストクラブになります。会
　　　　　　員皆様のご協力お願いいたします｡
◆樺澤会長、河野幹事、土方会員：
　　　　　　石山さん、肥沼さんイニシエーショ
　　　　　　ンスピーチはロータリークラブの登
　　　　　　竜門です。洗礼を受けるつもりで頑
　　　　　　張って下さい。
◆溝井会員：戸澤様に毎度の事と申せ、いつも御
　　　　　　送迎をしていただきまして本当にあ
　　　　　　りがとうございます。これからも宜
　　　　　　しくお願いいたします｡
◆漆原会員、中丸会員：
　　　　　　肥沼さん、石山さん、本日のイニシ
　　　　　　エーションスピーチ頑張って下さい｡

■委員長報告
■目時時期ガバナー補佐
　国際ロータリー　夢を形に。
　2580地区お蔭様の心で夢を形に。
　多摩分区　夢を形に、お蔭様の
　心でロータリーの夢を形にレッツゴー300。

　先日の地区協議会、桜井エレクトガバナー魅力
　ある、活力ある、ロータリークラブにする。
　私は魅力ある、活力ある、ロータリークラブに
　するには会員増強が大事であると考えています｡
　今まで270名～280名いったりきたりの会員数を
　是非300の大台に乗せたいと考えていますので、
　協力お願いします。ＩＭは講師に細渕前市長に
　お願いすることになっています。皆様の協力宜
　しくお願いします。

◆戸澤会員：石山さん、肥沼さん、初めてのイニ
　　　　　　シエーション期待しています。
◆恵面会員：(社)東京都トラック協会の理事会出
　　　　　　席の為早退します。暫定税率撤廃に
　　　　　　向けてバリバリ発言してきます。
◆山本会員：石山さん、肥沼さん、イニシエーシ
　　　　　　ョンスピーチ頑張って下さい。
◆北久保会員、熊木会員：
　　　　　　市議に当選させていただき1年が経
　　　　　　ちました。今後とも相変わらぬご指
　　　　　　導の程宜しくお願いいたします。
◆野村会員、中島会員：
　　　　　　肥沼さん、石山さん、イニシエーシ
　　　　　　ョンスピーチ楽しみにしてます｡

■神﨑職業奉仕委員長
　皆様にお願いしたい事は、2年
　前から新たに入会した会員が12
　名います。2年前に職業奉仕委
　員長でした金子会員の出された
　本があります。新入会員の皆様には読んでいた
　だいて自分の意見を言っていただき、互いに気
　持ちを分かりあい本当のロータリアン｢心の通
　い合い｣これが必要だと思いますので宜しくお
　願いします。

■相羽クラブ管理委員長
　次年度組織表お渡ししてありま
　す。これで進めますので宜しく
　お願いします。

■国際奉仕室：
　第2回2008～09年度国際奉仕室室会議
　及び関係委員長会
　2008年6月3日(火)　17:00～20:30
　於　ハイアットリージェンシー東京
■青少年育成委員会：
　2007～08年度並びに2008～09年度
　地区青少年育成委員会開催の案内
　2008年5月9日(金)　15:00～16:45
　於　ガバナー事務所



東京東村山ロータリークラブ

■石山会員
私は昨年3月29日に入会して、おか
げ様で、1年間皆勤でロータリーに
参加することが出来ました。メイキ
ャップも色々させていただき、小金
井・小金井桜・東大和・立川・所沢中央と楽しい経
験をしました。なかでも小金井では、事務の女性が
昔好きだった女の子のお母さんで、声掛けられてび
っくりしたとか、お世話になった歯科医の先生や、
家庭教師の教え子がロータリアンだったとか、色々
な方々に出会えますね～、メイキャップもだいぶ慣
れたのでこれからも色々行こうと思っています。次
にロータリーといえば、｢バッチ｣ですが、これで女
性にもてた、とか、素敵なバッチなとかは言われた
ことはありませんが、着けていると品行方正、気持
ちがピシッとするし、出入りする場所には気を付け
ないといけないので、自分の行いのためにも大切に
していきます。ロータリーに入会する前は、活動に
大金がかかるとか言われていましたがそんな事はなく、
月の定例木曜日のゴルフをやめたことで、会費はペ
イできるし、飲み会もそんなに多くないので、自分
が予想した範囲の半分以下で、なんら問題ない金額
に収まっています。
同世代の多い会員の皆さんはとても羨ましく思います。
私は現在39歳ですが、会員の皆さんは私の父親位の
方が多く(お祖父さんはいませんが)若手が少ないの
で、私も同じ世代で楽しみたいので会員増強委員会
の方々、40前後のイキのいい若手会員を5～6名増強
宜しくお願いします。活動の中には、時には夜間例
会とかあるいは地区大会とかＩＭとかＦＲＣ例会な
ど色々あり変化があって楽しいですし、花火大会例
会は残念ながら参加できませんでしたが、クリスマ
ス例会ではチャリティーオークション参加させてい
ただき、落札価格がとても高額なものもあり、熱気
がありいい経験をさせていただきました。
ロータリーの活動をして1年、その中で経営はいたっ
て順調で、それは私の机の左壁に掛けてある、ロー
タリーの金ピカの額縁がピカピカ作用しているおか
げかもしれません～それから野澤会員から戴いたゴ
ルフバックのネームプレートのパワーもすごくベス
トスコア、そして地区大会の高額ＢＢ賞、外れたネ
ームプレート締め直しで優勝、賞金を全部妻にプレ
ゼントして、最近、ロータリーとゴルフの活動を認
めてくれるようになりました～また、隅屋会員から
戴いた格言シートも机の上にいつも置いてあり、相
羽会員の会社を潰さないよう｢気をつけろ｣という忠
告と合わせて、｢とんとん拍子は必ず踏み外す｣とな
らないよう注意して経営しています。皆さん色々ア
ドバイス有難うございます。最後に私の机の正面の
壁に掛けてある、昔勉強していた時の恩師の言葉を
読み上げます。｢天の与える困難や障害は受け取り手

■肥沼会員
土方委員長さんより4月24日イニシ
エーションスピーチやるように言
われ、何を話そうかと考えながら
も何もまとまらず今日を向かえま
した。今朝イニシエーションスピーチとは何かとパ
ソコンで調べましたら、登竜門苦痛を伴う儀式と出
ておりました。私は人前で話すのは苦手ですが、簡
単に自己紹介から話させて頂きます。河野幹事、金
子先生から推薦を頂き入会させて頂きました。半年
間経ちました例会運営委員として出席、司会等させ
て頂いて顔と名前がようやく一致するようになりま
した。なにぶんに考えながらも何も用意しておりま
せん、まとめて週報に載せてください。秋津3丁目小
山ドライビングスクールの隣に住んでおります。
実は250年以上経っています。私で4代目です。当時
は近くに家はなく夜になると真っ暗闇でした。4代前
のおじいさんが柳瀬川をせき止めダムを作り、水路
を掘り自宅の庭に水車小屋を作り、近所の人達が小
麦を持ち寄り粉にする仕事をやっていました。先々
代の頃から、読書を代読してあげたり、トラブルを
解決してあげたりのボランティアをしていたようです。
私の父親、私とその血をひいているみたいです。私
の母親は東村山出身です。父親は職業軍人として18
才の時から中国をかけまわっていました。私の小さ
い頃は、父親は酒が入ると軍隊の話しばかりで耳に
タコができ、聞きたくない時期もあり父親アレルギ
ーでした。今となってはもっと話を聞いてあげれば
よかったなと思っています。戦友、部下が亡くなっ
ていく時はおかあさん、天皇陛下バンザイといって
最後は亡くなっていったそうです。父親が戦地から
帰ってから近くの神社を三峰神社の分社としてさず
かり大きくなり、戦友の慰霊の為に大事にしていま
した。1日、15日、1月3日は神様に穀物をあげる日(歴
史祭)があり神主さん、皆で国家斉唱して国の安泰を
祈願しています。
仕事はマンション、テナント、駐車場を作り貸して
います。サラリーマンの仕事で宝石商等20年程やり
ましたが、余計な事をするとヤケドします。今の仕
事が一番いいです。趣味は家庭菜園を夫婦で楽しん
でおります。河野幹事さんと一緒に警察署のお手伝
いもしています。何か悩み等ありましたら相談して
下さい。樺澤会長、例会運営委員長、ロータリーの
会員の皆様、今後ともよろしくお願いします。

■卓話(イニシエーション・スピーチ)

■紹介者：土方プログラム委員長

の人間の道を2通りつくる。安易に逃げる逃げ道であ
り、もう1つは、あえてその障害・困難に挑戦する道
である。どちらの道を歩むかは天が決めているので
はない。本人が決めている｣この言葉のとおりまたこ
れから1年くじけそうになってもメイキャップして皆
勤で頑張ります。そして経営もしかり、職業奉仕を
しっかり意識して、早く一人前のロータリアンにな
れるよう日々努力致しますので、若輩者の私ですが、
会員の皆様また1年よろしくお願いします。

■点鐘：樺澤会長


