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第2034回例会

今年度会長テーマ

2008.7.3
(あい)に感謝 そして 実践しよう
ロータリーの志魂(こころ)

■司会：當間例会運営委員長

■会長報告

町田会長

■点鐘：町田会長
■合唱：国歌｢君が代｣
ロータリーソング｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：村田会員
■会長継承式
樺澤直前会長から
町田新会長へ

■幹事継承式
樺澤直前会長から
相羽新幹事へ

■多摩分区地区役員委嘱状伝達：町田会長より

■お客様紹介：樺澤直前会長
ゲスト：山本芳昭様
クラブ奉仕室
クラブ奉仕室室幹事
ロータリー情報委員長
當麻会員

■例会日／毎週木曜日 12:30〜13:30
■例会場／八坂神社 社務所

〒189‑0013 東京都東村山市栄町3‑35‑1

クラブ奉仕室
ロータリー情報委員
山本会員

■クラブ管理委員会／高橋 眞

田中 重義

■事務所／〒189‑0013
東京都東村山市栄町3‑5‑1ハイツむさしの101
TEL 042‑393‑7500

■米山記念奨学会：
2008年度上期普通寄付のお願いについて

国際奉仕室
室員
木下会員

ロータリー基金推進室
ロータリー財団委員
野村会員

■例会場変更：東京福生ＲＣ(7月より)
例会場：石川酒造(株)新蔵
事務局：石川酒造(株)内
TEL、FAX変更無し
■例会変更：東京小平ＲＣ
2008年7月30日(水)→夜間例会
8月13日(水)→休会
■回覧：｢友｣インターネット速報 No.340
ハイライトよねやま 100
みどりの杜

ロータリー基金推進室
米山奨学委員
竹田会員

地雷除去特別委員会
神﨑会員

■幹事報告

相羽幹事

■東村山国際友好協会：
賛助会費納入のお願い(平成20年度賛助会費)

■出席報告

石山例会運営委員

■ガバナー事務所：
2008年7月の
ロータリーレート
1ドル＝105円
地区チーム協議委員会
開催の案内について
2008年7月16日(水)
15:00〜
於 銀座・花ごよみ
地区運営費・事業費など振込みの案内について
①地区運営費・事業費
7月1日現在会員数(42)×6,000円＝252,000円
②ガバナー月信
40名(会長・幹事分除く)×735円＝29,400円
③青少年プログラム資金
42名×1,500円＝63,000円
2580地区ホームページの充実について
｢D2580ちょっと自慢クラブ｣新コーナー設置
■地区対人地雷特別委員会：
第1回地雷特別委員会日程のお伺い
2008年9月25日(火) 14:30〜16:30
於 ガバナー事務所
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■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：95％
■前々会メークアップ者：
恵面会員：東大和ＲＣ
北久保会員：所沢中央ＲＣ
熊木会員：所沢中央ＲＣ
野澤会員：地区青少年交換委員会

■職業奉仕室：
第1回在京クラブ職業奉仕委員長会開催について
2008年7月29日(火) 15:00〜17:00 会議
17:00〜18:30 懇親会
於 ハイアットリージェンシー東京
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■ニコニコＢＯＸ

会員誕生祝月
當間会員

肥沼クラブ管理委員

令夫人誕生祝月
隅屋会員、赤木会員、
樺澤会員、村田会員

◆細渕名誉会員：
樺澤会長、河野幹事ご苦労様でた。
町田新会長、相羽新幹事、目時ガバ
ナー補佐､戸澤分区幹事のご健勝をお
祈りいたします｡
◆樺澤会員：町田会長、相羽幹事さん、一年間健
康でご活躍されることを祈念申し上
げます。町田会長の持ち味で楽しん
で下さい。
◆町田会長：今年度一年間、会長職を務めさせて
いただきます。浅学浅知の私ですの
でよろしくご協力、ご支援お願いい
たします。嶋田会員、再度お目にか
かれて嬉しいです｡
◆相羽会員：一年間幹事を務めさせていただきま
す。皆様のご指導よろしくお願いい
たします｡樺澤会長、河野幹事一年
間ご苦労さまでした。
◆溝井会員：家内の誕生日、沢山の美しい花をあ
りがとうございました。家内に｢ロー
タリーの皆様は本当に素敵にな人達
で、あなたも良かったね。･･･あなた
以外はね。｣と言われ私も思わず無口
になってしまいました｡
◆五十嵐会員：
樺澤さん、河野さんご苦労様でした｡
町田会長、相羽幹事、一年間頑張っ
てください。目時ガバナー補佐、戸
澤分区幹事、健康に注意して頑張っ
てください。
◆金子会員：樺澤会長、河野幹事、お疲れ様でし
た。町田会長、相羽幹事、頑張って
ください｡
◆野崎会員：樺澤会長、河野幹事、お疲れ様でし
た。町田会長、相羽幹事、頑張って
ください。

◆當麻会員：町田会長、相羽幹事、頑張ってくだ
さい。1年よろしくお願いします。
◆杦山会員、高橋会員：
樺澤前会長、河野前幹事、1年ご苦労
様でした。町田新会長、相羽新幹事､
よろしくお願いします。目時ガバナー
補佐、戸澤分区幹事一年間ご苦労様
です。私たち2人もよろしくお願い
します。
◆河野会員：新年度、皆様よろしくお願いします｡
初回から申し訳ありませんが急にカ
ミさんの容態が良くないので早退さ
せていただきます。
◆山本会員：樺澤会長、河野幹事、お疲れ様でし
た。町田会長、相羽幹事、頑張って
ください｡
◆嶋田会員：町田会長、相羽幹事、頑張ってくだ
さい。1年よろしくお願いします。
◆恵面会員：二ノ宮会員：
町田会長、相羽幹事、頑張ってくだ
さい。1年よろしくお願いします。
◆中丸会員：昨年度はクラブ運営の皆様には大変
お世話になりました。ありがとうご
ざいました。本年度はプログラム委
員の皆様よろしくお願いいたします｡
至らない会員ですが皆様よろしくお
願いいたします。
◆石山会員：お写真、色々な方から頂きました。
ありがとうございました。思い出に
なります｡
◆山 本 様：お世話になります。
◆土方会員、木下会員、野崎会員：
町田会長、相羽幹事、頑張ってくだ
さい。1年よろしくお願いします。
◆當間会員：会員の皆さま新年度を迎え、おめで
とうございます。町田会長、相羽幹
事、よろしくお願いします。
◆野村会員：樺澤・河野年度から町田・相羽年度
に移ります。お疲れ様、そして新年
度皆様頑張りましょう。

本日のニコニコ合計：
累
計
：

82,000円
82,000円
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■クラブ協議会
新年度に寄せて｢会長・幹事の抱負｣
■町田会長

(あい)に感謝 そして 実践しよう ロータリーの
志魂(こころ)
今年度、東京東村山ロータリークラブの会長とし
ての重責を拝命されました町田清二でございます。
浅学、浅知でありますが、一生懸命努めたいと思
いますのでよろしくお願い申し上げます。さて、
東京東村山ロータリークラブも1967年昭和42年2
月23日(木)に創立されましてから今年2008年、昭
和83年ですから、42年目の歴史を刻み始めました。
其の歴史をつくられて来たのは単なる時の流れで
はご在いません、この間200余名の先輩たちの並々
なら無いご努力があったのではと思っておる所で
あります。まさに、歴史に人在り、人に志あり、
東京東村山ロータリークラブに魂ありだと思って
おる処で御座います。この伝統ある東京東村山ロ
ータリークラブ第42代目会長として、私は41年と
いう伝統のあるクラブの会長として、この1年間
クラブをけがすことのない様に、そして少しでも
発展させる事が責務ではないかと思っている処で
御座います。そして、次年度会長にタスキを無事
につなげることが出来る様に最善を尽くそうと思
っている所存で御座います。
今年度の私のテーマは
(あい)に感謝、そして 実践しよう ロータリーの
志魂(こころ)といたしました。
めったに手にしたことがない広辞苑で漢字の愛を
ひきましたら、訓読みはなくて、音読みのみの｢あ
い｣だけでありました。｢あい｣と一言でいいまし
ても、人間にとってはいろいろな｢あい｣の形が御
座います。それらすべては、その｢あい｣の形によ
り意味も、内容も全て異なってきます。身近なも
のでは父母の親の育愛、祖父母兄弟の間に存在す
る家族愛や男女間の愛し慕う愛慕、いわゆる恋愛、
広く人間や生ある物への思いやりの心の博愛、ロ
ータリーの大会が開かれると友愛の広場として、
必ず設けられます所の友人に対する親愛、そして、
郷土愛からつながる国を愛する祖国愛などが御座
います。特に戦後の史実と異なる一方的な教育に
より、また一部のメディアにより更には一部の自
称有識者たちにより、私たちは日本の正しい歴史
観の確立を妨げられ、礼儀作法に始まる道徳心、
新渡戸稲造先生に代表される正義とは不正をして
はいけない事と卑怯こそ男として恥ずかしい事で
あると説いた武士道精神といった美しい日本の精

神文化まで葬りさってきました。私たちは日本人
としての誇りを持ち、日本の歴史に対する愛情を
深め、日本人としての自覚をもち、子供、孫達に
確かな歴史を伝え、国を愛する心を育んでいかな
ければと思っている処で御座います。しかし、そ
の全ての愛の基本として共通していえることは、
人間が立っている形を側面から描いた象形文字で
あります所を表現された漢字(人)という文字の言
われのごとく、人と人とは、お互いに支えあい、
人と人とを結びつける為のものであると思う処で
御座います。自分が、自分の家庭が、愛に満たさ
れなければ隣人を愛すことは出来ません。これは
昭和58年マザー･テレサが来日した際に言われた
言葉でございます。
さて、ロータリークラブは、最初は経済恐慌です
さんだシカゴである意味では各々の、仕事上のエ
ゴで始まったのかも知れませんが、4人の小さな
愛の輪が少しづつ大きな愛の輪になって、今や国
や人種を超えて世界を結び101年(2世紀の1年)の
時のながれの中で、歴史を刻み現在の国際ロータ
リーとなったのであると思う処で御座います。し
たがって、そう考えますと愛とは私たちのごく身
近なものでもあり、また、スケールの大変大きい
言葉であると思いまして、今年度の私のテーマを
(あい)に感謝 そして実践しよう ロータリーの志
魂(こころ)といたしました。
現在42名の会員がいます。42名いれば、生まれも、
育ちも異なり、当然、価値判断として42通りの考
え方やそれぞれの意見があるのは 当然であると
存じますがロータリーの志魂は一口でいえば、他
人への思いやりの心であります。他人の喜びはわ
が喜びとする心、そして、優しい心、人々に功徳、
利益(りゃく)を与えて人々の幸福を願う利他の心、
であると思います。思いやりの心とはキリスト教
では愛、日本では慈愛であります、この場合の慈
愛とはいつくしみ、愛することと解釈していただ
きたいのであります。会員の皆様があらためて、
種種の形で愛というもののありかたをお考えいた
だきまして日本人として人を、自然を、日本国を、
そして地球を愛する心をより一段と御持ちいただ
き、より一層のおもいやり、そしてより一層の慈
愛のあるロータリアンになっていただき、今年度
のQ.K.Lee ＲＩ会長テーマ｢make dreams real(夢
をかたちに)｣、第2580地区桜井権司ガバナーの(お
かげさまの心で夢をかたちに)の地区テーマと強
調事項を重視してロータリーの志魂(こころ)を実
践すべくこの1年間皆さんご協力をいただき、努
力して行きたいと考えている処でございます。
今年度の目標といたしまして、桜井ガバナーの強
調方針であります会員増強の問題で御座いますが
会員増強委員会に5名の会員に担当していただき
まして当クラブの定款第6条の規定と第7条の規定
に則り会員の増強を図って頂きたいと思う所で御
座います。会員増強委員会名の委員さん出来まし
たら5名の増強をお願いする所で御座います。
次にオン ツー バーミンガム(イギリス)世界大会
への参加ですが、国際奉仕委員会とクラブ管理委
員会の合同で担当していただきオン ツー バーミ
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ンガム世界大会に多くの会員、家族の参加してい
ただく様に図って頂きたいと思っておる所で御座
います。
次に倫理に関する事で御座いますが昨今、食品関
係の偽装を始め色々な分野においての職業倫理に
欠ける問題がテレビや新聞を賑わせています、そ
のほとんどは誰が考えても分かりそうな、常識と
してやってはならない類のものであります、しか
もロータリアンが係わっている問題も多々ござい
ます。更にはセクハラ問題も御座います。2005年
多くの会員の皆様が参加された大阪国際大会の全
国青少年交換会議において、スコットランド警察
がセクハラで逮捕したロータリアンがいたことを
オーストラリアの放送局がスッパ抜きロータリア
ン個人ではなくＲＩが訴訟を起こされ高額なお金
を支払わされた事件が御座いました。しかも、そ
れは30年前、交換学生が派遣先で性的虐待を受け
たとの事が発端だったそぅであります。そのため
に日本の34地区では昨年度より危機管理委員会が
設置されました。かつ、青少年交換プログラムで
はセクハラに対する保険に昨年度より加入してお
るのが実情でございます。最近 近隣クラブ内で
訴訟になりそうなハラスメント問題が起こりまし
た。ハラスメントには時効がないそうであります。
ロータリーには、ハーバード･J･テーラーが草案
した4つのテストと言う職業倫理訓が御座います。
この倫理訓を今年度は毎例会ごとに復唱していき
たいと考えているところで御座います。
次に社会奉仕で御座いまますが、従来の社会奉仕
委員会の既成概念にとらわれずに棚卸し、絞り込
みも重要であると思いますが、今年度の目標の中
で、特に最重点といたしまして、漆原次男会員に
社会奉仕委員長をお願いいたしまして地域に密着
したロータリークラブとして東京東村山ロータリ
ークラブのテリトリーに重点を置き、感動を呼ぶ
ような社会奉仕活動をしっかりと行い、メディア
も巻き込んで桜井ガバナーの一つの指標であると
ころのパブリックイメージの向上、所謂、地元に
おけるロータリーの社会的イメージの高揚、広報
活動を図り、道楽の暇つぶしとか、年寄りの昼食
会などといまだ言われているイメージを払拭して、
イメージアップをはかり多くの一般の人たちにロ
ータリークラブという組織を理解していただける
心の篭もった社会奉仕を実行して頂きたいと希望
している所で御座います。
以上が私のこの1年間の方針と致しましたが、東
村山弁でクラブ運営はのめっこいクラブができれ
ばと思っております。尚、今年度は我がクラブか
ら桜井ガバナーのもとに 創立以来歴史的な大勢
の地区委員がでていますので必ず地区セミナー報
告は参加者が2週間以内に例会で報告をして頂く
様に要請、お願いいたしておきます。そして、お
おいに地区において我がクラブの代表者として活
躍されることを期待しておる所でございます。こ
の1年間知識も知能も浅い会長でありますので会
員の皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し
上げる次第で御座います。

■相羽幹事

町田清二会長の方針に従い会長の補佐役として、
至らぬところも多々ある事と思いますが、幹事職
を務めさせて頂きます。町田会長が、今年度テー
マ｢(あい)に感謝 そして実践しよう ロータリー
の志魂(こころ)｣と掲げられました。掲げられた
テーマを少しで多く実現できるよう、幹事として、
補佐させていただきます。
また今年度は当クラブより多摩分区代表として、
目時ガバナー補佐、戸澤分区幹事が地区に執行さ
れ、多摩分区の会員減少を止め、7クラブ全体の
会員増強を述べられておられます。レッツゴー
300のスローガンを掲げ、多摩分区全体の活性化に、
ご尽力頂きご活躍して頂く、お手伝いもさせて頂
きます。
しかし残念ながら新年度発足より青天の霹靂とい
いますか、まさかの坂といいますか、重要なポス
トの委員会に所属して頂いておりました、2名の
会員が退会されることになり、とても残念なスタ
ートになりますが、これも天が与えてくれた試練
と思い勤めさせて頂きます。小林会員・中島会員
両名におかれましては、例会運営に大変ご理解を
して頂き、ご尽力戴きました事に感謝いたしてお
ります。また是非、機会があると思いますので是
非戻ってきて頂きたいと思っております。
一年間、幹事をさせて頂きますが、新役員の理事
の皆様に支えて頂き、各委員会の委員長さん、そ
して会員の皆様方一人一人のご指導、ご支援を戴
きながら勤めてまいります。
ガバナー公式訪問も7月24日に控えており、当ク
ラブ開設以来はじめての夜間の懇親会を交えた公
式訪問ですので、意義あるガバナー公式訪問とな
るよう全会員のご参加をお願いして、楽しい公式
訪問となるよう勤めさせて頂きます。
また11月6日には武蔵野分区の｢ＩＭ｣のホストク
ラブとして、東京東村山ＲＣが担当させて頂きま
す。ＩＭの実行委員長には野澤秀夫会員にお願い
させて頂いております。このように大きなイベン
トのホストクラブとして、またガバナー補佐執行
クラブとして、無事推進して行かなければなりま
せんが、全会員の皆様のご協力をいただき、意義
あるイベント運営をしてまいります。前年度もロ
サンゼルス世界大会に参加してまいりましたが、
今年度は桜井地区ガバナーの方針でジャンボジェ
ット機をチャーターしてイギリス、バーミンガム
の世界大会に臨む意向に賛同することが決まって
おります。木下国際奉仕委員長のもとクラブ管理
委員会の親睦委員の皆様に大勢の会員の方々と多
くの令夫人にご参加をしていただくよう、ご協力
お願いいたします。世界大会が一年の締めくくり
になるイベントですのでよろしくお願いいたしま
す。

東京東村山ロータリークラブ

■点鐘：町田会長

■第1回(7月度)理事･役員会
①6月度収支明細報告
承認されました
②2007〜2008年度決算について
承認されました
③2008〜2009年度予算案について
承認されました
④八坂神社夏大祭奉納金の件
例年にならい10,000円とすることを承認
⑤例会変更について
8月14日 休会(定款第5条第1節C)
8月21日 8月23日(土)家族親睦花火大会に振替
承認されました
⑥東村山市教育委員会｢青少対あいさつ運動｣
横断幕作成費用について
承認されました
⑦ゴルフ同好会補助金の件について
本年度も50,000円
承認されました
⑧ＦＲＣ(10月15日(水)ホスト清瀬ＲＣ)の件
10月16日(木)例会を振り替えとすることを承認
⑨その他
名誉会員として細渕一男氏にお願いする

東京東村山ロータリークラブ

