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第2055回例会

今年度会長テーマ

2008.12.4
(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：
細渕例会運営委員

務所あとに法務省の施設があるが、その一角に刑務所
作業所製品展示ルームがある。刑務所という暗いイメ
ージが考えられないくらいに明るい展示ルームには日
本全国60箇所ある刑務所で作られた製品を購入するこ
とが出来る。各刑務所でそれぞれの特産品があり、釧
路刑務所ではスプーンやフォークなどのほか、千葉の
交通刑務所の味噌や醤油が人気があり、横浜刑務所の
うどんは一番人気があるそうである。
昨今、根気と技術のいる工芸品の中にも受刑者達の手
によるものがある。一般には、網走刑務所と焼き付け
られた木彫りの人形が有名であるが、富山刑務所の名
産品は神輿と法被であり、既に4700基の神輿が全国に
届けられているそうである。
最近若い人たちに刑務所製品が人気で、丸に獄と書か
れた前掛けが人気で、入荷待ちの状態であるそうだ。
小生は函館刑務所で作られた作務衣を購入してきた。

■点鐘：町田会長
■国歌：｢君が代｣
合唱：ロータリーソング
｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
村田会員
■お客様紹介：
嶋田パスト会長

■幹事報告
◆ゲスト：津久井ＲＣ
山本芳昭様

相羽幹事

■武蔵村山ＲＣ：
2008〜09年度地区大会
案内の受理
1日目 2009年2月26日(木)
2日目 2009年2月27日(金)
ともに13:00〜
於 ホテルニューオータニ
記念講演｢今私たちができることは何か｣
ジャーナリスト 桜井よし子氏

■会長報告

町田会長

西武新宿線沼袋駅を降り
水再処理センター公園の
横を通り過ぎたところに、
大杉栄や今ブームだとい
う蟹工船の作家である小
林多喜二ら の 歴 史 的 に 著
名人が服役していた中野刑

■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

■ガバナー事務所：
バーミンガム国際大会委員長からの書簡の受理
■東京中野ＲＣ：
第2580地区親睦ゴルフ決勝大会について
2008年12月11日(木)
於 霞ヶ関カンツリー
■回覧：｢友｣インターネット速報 No.360、361
バギオだより
｢第7回ロータリー全国囲碁大会｣の結果速報
■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

■出席報告
在籍会員数

出

席

42 30

吉川例会運営委員
免

除

3

欠

席

6

出席率

83.78

■前々回メークアップ修正後
前々会欠席：4名
■前々回出席率メークアップ
修正後：90.24％
■前々会メークアップ者：
赤木会員：理事会
土方会員：分区会議
熊木会員：所沢中央ＲＣ
二ノ宮会員：所沢中央ＲＣ
杦山会員：清瀬ＲＣ
高橋(眞)会員：理事会

■ニコニコＢＯＸ 肥沼クラブ管理委員

◆皆出席：
◆会員誕生月：
隅屋会員(39回目)
漆原会員、田中会員
野崎(征)会員(21回目)
石山会員
各会員

◆ご結婚祝月：
嶋田会員

◆令夫人誕生月：
杦山会員

◆杦山会員：お休み頂きま
した。体に気
をつけます｡
◆田中会員：スクラッチ杯の
チャンピオンに
なりました｡
◆樺澤会員：写真ありがとう
ございます。
◆當麻会員：写真ありがとうございます。
◆五十嵐会員：写真ありがとうございます。
◆細渕会員：写真ありがとうございます。
◆山本会員：写真ありがとうございます。
◆嶋田会員：写真ありがとうございます。
◆山 本 様：いつもお世話になります。

本日のニコニコ合計：
累
計
：

35,000円
819,614円

■委員長報告
■當麻ロータリー
情報委員長
国際ロータリーの、決議23‑
34の取り扱いの経緯はロー
タリーの友9月号"｢決議23‑
34｣への熱き思い"小沢一彦
ＲＩ理事、渡辺好政直前Ｒ
Ｉ理事共著により掲載されました。東京東村山ＲＣは
来る国際ロータリー規定審議会へ決議案として建議案
と同内容を提出すべき手続きを取る為ガバナーに提出
されました。ガバナーは受理した決議案を規定に基づ
いて地区内71クラブの3分の2の賛成を得るべく郵便投
票の準備に入りました。しかし、11月20日〜22日開催
の第37回ロータリー研究会オープンフォーラムに於い
て決議23‑34について質問がありました。Ｄ.Ｋ.Ｌｅｅ
会長の答えは、決議23‑34は一時理事会において歴史的
文書として取り扱うと決議されたが、今まで通り決議
23‑34は残すと再決議されたものであり、手続要覧にも
全文記載されている、ロータリー章典に於いては理事
会の決議されたもの或いは解説されたものが記載され、
次々更新されて行くので古いドキュメントは削除され
て行くものである。決議23‑34は今までと何ら変わらず、
ＲＩもこの決議をこれからも尊重してゆくものである、
と発言がありました。小沢ＲＩ理事、渡辺直前ＲＩ理
事もこの発言を容認するものでありました。ガバナー
はこの研究会の経緯を東京東村山ＲＣに説明したところ、
提出された決議案の取り扱いを一任されました。よって、
ガバナーは郵便投票に付する事無く次回規定審議会に
は提出しないことと判断いたしました。

■高橋プログラム
管理委員長
12月18日(木)夜間例会、ク
リスマス例会をモンベール
にて18時から行います。新
年度の例会は1月8日にいち
まつにて18時より行います。
多くの皆様の出席をお願い致します。先月、40周年記
念式典を行われました福生ＲＣ様より祝酒、多摩自慢
を頂きました。帰りにお持ち帰りください。

■野澤地区危機管理
委員長
田母神前防衛幕僚長の論文
が手に入りましたので購読
お願いします。

■田中ゴルフ部部長
12月11日地区ゴルフ決勝大
会参加者9名発表します。
町田会長、戸澤会員、野澤
会員、神﨑会員、杦山会員
二ノ宮会員、中丸会員、石
山会員、田中会員。健闘祈
ります。
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■當間駅伝担当委員長
来年1月11日(日)東村山周回
駅伝に我クラブとしても参
加したいと思っています。
7〜8名の参加をお願いします。

■年次総会
■司会：相羽幹事

■野崎(征)指名委員会
会長代理報告
◆次々年度会長予定者
山本智治君
→承認･決定(全員賛成)

舟の舵取りに意思の疎通が合わず苦慮しておりますが、
会員の皆様の温かい愛あるご指導と講評を、そしてご
協力を賜りまして何とか6ヵ月目を経過できることを厚
く感謝致すところであります。08、09年度のＲＩテー
マ｢夢をかたちに｣、そして2580地区櫻井ガバナーのテ
ーマ｢おかげさまの心で夢をかたちに｣を掲げ1年のスタ
ートをしました。7月24日にはガバナー公式訪問、この
時八坂神社での祈願は櫻井ガバナー、鈴木地区幹事と
も大変感動されていました。8月には家族親睦花火大会
には多くの皆さんのご参加を頂きました。10月には清
瀬ＲＣのホストでＦＲＣの夜間合同例会があり、ホス
トクラブの温かい雰囲気を感じました。また、分区の
ゴルフで優勝いたしましたので12月に地区の決勝大会
に出場することが決まっております。11月には分区の
インターシティー･ミーティングのホストクラブとして、
会員の皆様のご協力を頂き成功裡に行うことができま
した。その1週間後には2日間市の産業祭では社会奉仕
委員会の皆様を中心にフランクフルト等の販売をし、
その収益金を消防と交通少年団の育英資金として寄付
することができます。残された半期、前半の苦き経験
を生かして意義のあるクラブ運営を行い43代目の会長
に無事たすきを渡すことが出来ますよう頑張りますので、
皆様の温かい｢あい｣をお願い致します。皆様に感謝、
実践しようロータリーの魂志。

■杦山クラブ奉仕委員長
■杦山クラブ奉仕委員長
発表及び承認決定
◆次年度四大奉仕委員長
及び理事
・職業奉仕委員長(理事)
野崎一重会員
・社会奉仕委員長(理事)
・国際奉仕委員長(理事)
・クラブ奉仕委員長
・例会運営委員長(理事)

當間眞会員
當麻誠会員
山本智治会員
田中重義会員

◆山本次々年度会長予定者あいさつ
第44代目会長の指名を頂き
ました。謹んでお受けさせ
ていただきます。ロータリ
ークラブの伝統を汚すこと
なく一生懸命頑張って行き
ます。幹事は中丸会員にお
願い致します。有難うござ
いました。

■クラブ協議会
■町田会長
時の流れは早いものです。
今年度も早や前半期が終わ
ろうとしています。幹事と
の迷コンビで船出いたしま
したが、今ひとつお互いに

皆様こんにちは。今期前半
を振り返ってのことです。
今期はガバナー公式訪問(7
月24日)が早く始まりました。
櫻井ガバナー、地区幹事鈴木
様、所を移しての懇親会、
目時ガバナー補佐、おかげさまでガバナーと共に楽し
いひと時を過ごすことが出来ました事嬉しく思い、例
会に携わりました皆様に感謝いたします。プログラム
中丸委員長、元交換留学生･宮本晴代様、ＴＢＳのプロ
の語り、会員の方々のイニシエーション･スピーチ、溝
井会員、高橋会員、各々の人生観素敵でした。飯田委
員長増強ありがとうございます。土田･中条、両氏の入
会、小町所長様の入会予定、野崎委員長めでたく10月
11日無事手術成功いたしまして、徳州会、東京女子医
大を経てただいま自宅療養中ですが、本人との会話は
いま少しの辛抱です。来年になれば会員研修、炉辺会
合等、期待してください。クラブ管理高橋委員長ただ
いま奮闘中です。この半年間毎日のように行事があり
大変な前半でした。

■當麻職業奉仕委員長
職業奉仕委員会としての上
期の報告は、職業奉仕月間
においてロータリーの歴史
から見た職業奉仕の卓話を
行いました｡(フレデリック･
シェルドン等)また、下期に
於いては久しぶりに職場見学を兼ねた親睦旅行を来る3
月8日〜9日に実施したいと思います。
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■漆原社会奉仕委員長
社会奉仕委員会の漆原です。
副委員長細渕会員、委員には
肥沼会員の3名です。前期の
運営について報告致します。
まず｢ロータリー情報集｣の
中に社会奉仕活動に関する
方針として｢ロータリーにおいて社会奉仕とはロータリ
アンの全てがその個人生活、事業生活、および社会生
活に奉仕の理想を適することと、奨励･育成することで
ある｣と記されてありました。当社会奉仕委員会もこの
奉仕の理想を実行すべく、敬老の日に老人ホームの皆
様に美味しいうどんと会員皆様の協力を得た手作りう
どんを食べて頂こうと計画しましたが、色々な問題が
発生し計画倒れになりました。嶋田会員には手作りう
どんの大変さを教えて頂きありがとうございました。
そして11月初めの2日間、産業祭出店には皆様にお手伝
い頂きました。早朝より2日間気合の入った販売をして
頂きフランクフルト1200本、ごぼう、玉葱、全て完売
し50,000円程の利益が得られました。交通少年団、消
防少年団にお手伝いを頂きました。この利益が少年団
の育成の一助になれば大変嬉しい限りです。又、環境
保全ですが、11月度フォレストイン昭和館にて目時ガ
バナー補佐、戸澤分区幹事を交え、分区の環境保全研
修会がありました。研修では温暖化対策として冷蔵庫･
クーラー等、旧タイプ･新タイプとではどれ程CO2の発
生量が違うか、ヤマダ電機の協力を得て調査すること
になり、当東村山ＲＣでは戸澤会員宅の旧式冷蔵庫と
新型冷蔵庫が試されましたが、残念なことに20年以上
使っていた旧式冷蔵庫の方がCO2の排出が少なかったそ
うです。引き続き新旧の較差調査をして頂いてますの
で戸澤会員よろしくお願い致します。以上で社会奉仕
委員会の報告を終わります。

■木下国際奉仕委員長
・青少年交換委員会
野澤秀夫さんが、地区青少
年交換委員長で色々な事業
も滞りなく進んでいること
と思います。
・世界社会奉仕委員会
世界社会奉仕(WCS)委員会での活動
2580地区内の各クラブでの活動を見ますと、ラオスの
小学校へ図書を寄付したり、フィリピンの小学校に不
要のシューズを配布。南アジア・東南アジアの女性高
等教育開設への援助。当クラブでは地雷除去に力を入
れているところです。
・対人地雷に関する特別委員会
クリアランド第1号から第8号まで除去済み。今年度は
クリアランド第9号で10号で終結となっています。大変
申し訳ないですが、例会のたびにイエローボックスを
まわさせて頂いております。どうぞこれからもご協力
お願い致します。
・地区オン･ツー･バーミンガム委員会
第1回目の登録締め切りは12月15日で最も安い登録料に
なっておりますので、まず先に登録をされた方が良い
のではないでしょうか。ご登録(円高によって12月1日
から96ドルです)は日本語の登録用紙を使って日本事務

局の奉仕室で受け付けております。現在行くか行かな
いか迷っておられる方でも先に登録し、最終的に都合
がつかなくなった場合にはキャンセルもできますので、
来週中までには登録をして頂くことをお勧め致します。
素晴らしい地であるバーミンガムは通常一生に一回で
もいけない方が95%以上おられるかもしれません。しか
し私達にはこのチャンスが巡って参りました。ロータ
リアンとしてこのまたとない機会を絶対に逃さないよ
うお願い致します。そしてバーミンガムでご一緒に大
きな感動を味わいましょう。

■野村青少年奉仕委員長
1.東京東村山ロータリー杯争奪第6回東村山中学生野球
大会実施の件
市内9校を対象としたロータリー杯争奪大会は、10月初
旬よりトーナメントが行われ、10月12日(日)に東村山
市第7中学校校庭において、準決勝が2試合午前9時より
始まり、決勝戦は午後2時頃より行われました。今回先
生方の希望により決勝戦の前に3位の表彰式を済ませる
方式を採用しました。3位は2中と7中の2校で表彰状の
みの授与となりました。理由としては、結果が出てし
まった学校の生徒をいつまでも引き留めるのは可哀想
とのことでした。来年も同じ方式を採用する予定との
ことでした。決勝戦は、名法学院中学と6中で争われ、
名法学院中学が、7対4で優勝し、午後4時ごろより表彰
式を行い2校にそれぞれ、表彰状と軟式ボール1ケース
を授与し、相羽幹事より大会の講評をしていただきま
した。講評の中で、青年会議所主催の元巨人軍投手の
桑田選手の講演を子供達に話していただき、生徒一同
なるほどという表情で相羽幹事の話しに聞き入ってい
たのが印象的でした。表彰状に学校名をその場で書き
込みが出来なかったので、いったん回収し、後日名入
れをして各校に届けました。ちなみに表彰状の文言と
名入れは吉川会員の会社にお願いし、毛筆で立派に仕
立てて頂きました。
2.職場体験について
地区青少年育成委員の安部委員長より、当東村山ＲＣ
の職場体験受入れリストに、高校生の受入れについて
の有無が表現されていないとのご指摘があり、登録会
社10社に問い合わせたところ、全ての登録会社で問題
なしとの回答を頂きました。また溝井会員の会社を新
たに登録させていただき、その旨を報告してあります。
私の職場である久米川ウイングホテルでは10月30日･31
日の2日間で3中の男子生徒1名、女子3名をベッドメイ
クとして受入れ、事故も無く無事終了致しました。
3.その他
事業計画に乗せていてまだ実施していない｢いのちの教
育推進プラン｣の件については、今後市役所を訪問し、
スケジュール調整したいと思っています。
4.予算については順調に消化。(残高97,440円)

■点鐘：町田会長
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