
■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

国際ロータリー第2580地区東京東村山ロータリークラブ

Vol.42

国際ロータリー･テーマ

夢をかたちに

今年度会長テーマ

第2059回例会 2009.1.15

(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

　今日は1月15日｡何年か
前なら成人の日でありま
したが、今は1月の第2月
曜日が成人の日となって
います。どうも小生は今
一つぴんと来ませんが、
連休にしたことで日本の
経済効果を期待した官僚の卓上思想に他ならない
のではないかと、天邪鬼に考えてしまいます。

　今年の初詣は皆さんは何処に行かれましたか？
小生は元旦にクラブ会長として、ここ八坂神社元
旦祭でクラブの繁栄と会員皆様のご健勝を祈願し
て玉串を神前に捧げてまいりました。そして氏神
様の熊野神社に参拝。

　2日には孫娘に手を曳かれて千代田区にある日
本のために戊辰戦争、明治維新の時から戦で命を
捧げられ、現在の日本の繁栄の源を築いた人々を
祀られている、九段の靖国神社に参拝に行きまし
たが、36年前に完成された高さ約25メートル、笠
木の長さ約34メートル、重さ100トンの鋼管製の
空をつくような壮大な大鳥居もまわりにある某大
学の高い校舎のために、歌の世界に名を残すだけ
になるような景色に変わりつつあります。そして
約116年前に日本で最初に造られた、戊辰戦争の
司令官であった大村益次郎の上野の恩賜公園を見
つめている西洋式銅像の脇を通り、尾張の伊藤平
左衛門の設計による本殿に上がり参拝してきまし
たが、今年はなんとなく若い人達の姿が多く見受
けられました。本殿の裏手にある裏千家の援助で
修復された歴史的にも貴重な明治式庭園の池には
鯉がゆったりと泳いでおり、都心とは思えないほ
ど木立の中は静寂で、すずめの鳴き声しか聞けず、
心が洗われる感がいたしました。

■会長報告 町田会長

■お客様紹介：
　樺澤直前会長

◆ゲスト：津久井ＲＣ
　　　　　山本芳昭様

◆ゲスト：
東村山青年会議所
理事長　紺野琢生様
事務理事　吉澤和年様

◆ゲスト：
　東京紀尾井町ＲＣ
　原野巨之様

■点鐘：町田会長

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣

◆ソングリーダー：
　村田会員
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■幹事報告 相羽幹事

■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：92.31％

■前々会メークアップ者：
　飯田会員：清瀬ＲＣ
　石山会員：武蔵府中ＲＣ
　熊木会員：所沢ＲＣ
　竹田会員：地区委員会
　當間会員：東大和ＲＣ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

41 34 1 6 84.62

■出席報告 吉川例会運営委員

■ガバナー事務所：
・｢櫻井ガバナーと語ろう!!｣(対話集会)の案内
　2009年2月5日(木)　14:00～16:00
　於　学士会館 210号室
　3年未満新入会員
　細渕会員、土田会員、肥沼会員、吉川会員
　登録予定

・佐藤パストガバナー｢お別れ会｣の案内
　2009年2月3日(火)　11:30～13:00
　於　ホテルニューオータニ｢芙蓉の間｣

■例会変更：
　東京臨海東ＲＣ
　2009年2月3日(火)→夜間例会

■アドレス変更：
　東京池袋ＲＣ
　新アドレス tyoikerc@agate.plala.or.jp

■回覧：｢友｣インターネット速報 No.364

■ニコニコＢＯＸ 肥沼クラブ管理委員

◆町田会長、相羽幹事：
　　　　　　明けまして
　　　　　　おめでとう
　　　　　　ございます｡
　　　　　　今年度もよ
　　　　　　ろしくお願
　　　　　　いします。
◆東村山青年会議所　紺野様、吉澤様：
　　　　　　昨年は創立35周年等大変お世話にな
　　　　　　りました。本年も宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
◆嶋田会員：12/20私事ですがお祝いがあり、町
　　　　　　田会長出席ありがとう。
◆神﨑会員：あけましておめでとう。久しぶりの
　　　　　　例会。あと半年、会長・幹事頑張っ
　　　　　　て下さい。
◆クラブ管理委員会一同：
　　　　　　前期が無事終わりました。後半も宜
　　　　　　しくお願い致します。
◆樺澤会員：昨年12/25弁理士50年となりました｡
◆原 野 様：當麻様1/29卓話お引き受け頂きあり
　　　　　　がとうございます。
◆溝井会員：今年も公私共にお世話になります。
　　　　　　宜しくお願いします。
◆田中会員：皆様、駅伝の応援ありがとうござい
　　　　　　ました。
◆當麻会員：原野様ようこそ。

◆ご結婚祝月：
　二ノ宮会員
　高橋(徹)会員

◆皆出席：
　高橋(眞)会員(16回目)
　神﨑会員(16回目)
　當麻会員(16回目)
　溝井会員(1回目)

◆令夫人誕生月：
　土方会員、五十嵐会員
　神﨑会員、野澤会員
　當麻会員、二ノ宮会員
　吉川会員

◆会員誕生祝月：
　金子会員
　二ノ宮会員
　高橋(徹)会員
　嶋田会員



東京東村山ロータリークラブ

｢上半期の反省と後期の展望｣
町田会長

　年度後半の始めにあた
りまして、まず会員の皆
様のご協力によって上半
期が何とか無事に過ぎま
したことに対しまして、
心から感謝申し上げます。

　昨年2008年は世界中でいろいろな出来事が御座
いました。北京オリンピックで北島康介の2大会
連続2冠達成、ソフトボールの上野由紀子の4連投
で悲願の金メダルを獲得し、上野の413球という
言葉は流行語大賞にも選ばれました。そして南部
陽一郎、小林誠、増川敏秀の3氏のノーベル物理
学賞と下村脩氏のノーべル化学賞の日本人の4人
同時受賞など日の丸を日本国を世界に知らしめる
嬉しいニュースがありました。

■クラブ協議会

司会：相羽幹事

上半期、町田会長の女房役として何とか務めるこ
とが出来ました。私なりに責務を務めることが出
来たかなと思う所がありますが、皆様の協力を頂
きまして何とか務めることが出来ました。町田会
長が話をされましたので、特別に言う事がありま
せんが後半の下期も会長を支えて行きたいと思い
ます。ロータリーの会員の皆様の和をかため、会
員増強をと思っています。下半期も会の発展に寄
与したいと思っていますので、ご協力よろしくお
願いします。

■委員長報告

■高橋(眞)クラブ管理委員長

職場見学会親睦旅行を3月8日(日)、9日(月)に行
います。
新潟の神流川発電所及び柏崎原発の見学を當麻委
員長のはからいで企画しました。
東京電力様のご好意で30名以上の参加の場合は特
典があります。割安に企画できますので、会員、
令夫人の皆様、御参加よろしくお願いします。

■竹田地区米山奨学会委員

1月9日に地区委員会が開催されました。105名の
応募の中から39名の方に決まりました。必ず例会
出席の席上で奨学金を渡してください。

■木下国際奉仕室委員

6月8日～21日の国際大会について、来週22日の例
会の後、阪急交通公社より説明がございます。例
会後、残っていただき説明を聞いてください。宜
しくお願いします。

◆戸澤会員：小町さん入会おめでとう。ロータリ
　　　　　　ーライフを楽しんでください。
◆北久保会員：
　　　　　　紺野様、吉澤様ようこそ。写真あり
　　　　　　がとうございます。
◆小町会員：入会させていただきました。宜しく
　　　　　　お願い致します。
◆中丸会員：小町さん入会おめでとうございます｡
◆二ノ宮会員、戸澤会員、相羽会員、山本会員、
　嶋田会員、樺澤会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。
◆山 本 様：お世話になります。
◆金子会員：同級生以来の小町さん、ロータリー
　　　　　　でも宜しくお願いします。
◆細渕会員、野崎(征)会員、木下会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

本日のニコニコ合計：　119,000円
　　累　　　計　　：  962,614円



東京東村山ロータリークラブ

■点鐘：町田会長

　しかし半面、これら嬉しいことを全てニュース
ソースから消し去る出来事が色々と起こりました。
4ヶ月前アメリカ発のリーマンブラザーズ証券会
社の破綻から始まりサブプライム住宅ローン問題
から源を発して世界中の経済を今年も押し下げて
おります。こんな時こそ私達ロータリアンは社会
規範や、倫理を守りコンプライアンスの欠如にな
らない様に努めなければならないと私は思う所で
あります。更に私達ロータリアンに衝撃的な出来
事が国内で幾つか有りました。中国産うなぎや牛
肉の産地や等級の偽装問題など、食品偽装問題が
ありましたが、これら偽装事件にロータリーの会
員が少なからずたずさわっていた事は非常に残念
でなりません。

　今年度初めにご説明いたしましたが、私はロー
タリーの基本に従い例会時にロータリーの倫理訓
であるところの4つのテストを復唱しています。
これは会員の皆様に常に心に留めておいて頂きた
く行なっている所でありますが、さらには、復唱
することでみずからに言い聞かせているところで
もあります。

　さて、クラブの全ての最終決定権は毎月開かれ
ている理事･役員会であります。クラブの管理主
体はこの理事･役員会にあると定款に明記されて
おります。ですからクラブ運営には非常に重要な
会議でございます。今年度は各委員会からの要望
や各種団体からの願い事などに対して活発な意見
交換がされておりまして大変充実した時間である
ことに大変感謝をしております。後半も常にベタ
ーをもとめて積極的に意見交換をして頂きたいと
思います。

　今年度はQ.K.リーＲＩ会長のテーマ｢夢をかた
ちに｣、櫻井権司第2580地区ガバナー｢お陰様の心
で夢をかたちに。｣のスローガンのもとでスター
トいたしました。まず7月24日にガバナー公式訪
間がありました。8月には恒例の西武園の花火見
物しての家族親睦会がありましたが、多くの皆様
に参加していただきました。10月には東京清瀬ロ
ータリークラブのホストで４ＲＣ合同夜間例会が
ありました。講師には清瀬在住のまったく新しい
ペーパーアート作家として注目をあびている新進
の大田隆司さんの話と作品の一部を見ましたが、
日ごろ身近にない新しい発見で感動しました。

　11月6日、昭島の昭和館で当クラブのホスト役
で多摩分区のインターシティーミーティングが日
時ガバナー補佐、戸澤分区幹事を中心に行なわれ
ましたが、これには多くの会員の皆様と会員の令
夫人の皆様のご協力をいただき、成功裡に終わる
ことが出来ました。

　ＩＭの行なわれた翌週には社会奉仕委員会の企
画で市の産業祭に参加してフランクフルト、玉葱、
ごぼう等の販売を行いその収益金は東村山消防少
年団と交通少年団の育英資金の寄贈の一部といた

します。また交通少年団と消防少年団の子供たち
の応援を得てカンボジアロータリークリアランド
プロジェクトの対人地雷撤去に対する募金活動を
行ないました。この月にはフォレストイン昭和館
で東京福生ロータリークラブの40周年の式典があ
りました。

　12月には10月青梅カンツリークラブでおこなわ
れた多摩分区ゴルフ予選会で優勝し霞カントリー
クラブで行われた2580地区決勝大会に出場いたし
ました。12月の最終例会はクリスマス例会として
クラブ運営委員会の皆さんが楽しい企画をたてて
いただき、大変素晴らしいパーティーを行うこと
が出来ました。

　前半で一番嬉かったことはなんと言っても土田
士朗会員が入会された事と嶋田憲三会員が内田賞
の受賞をされた事であります。

　後半は2月26日、27日に第2580地区の地区大会
が東京武蔵村山ＲＣのホストで行なわれます。4
月5日、6日の2日間に渡り当クラブのホストで今
年度と次年度の新旧多摩分区の合同分区連絡協議
会を山梨県石和町で開催いたします。そして6月
20日から27日にかけてイギリスのバーミンガムで
2OO9年第1O0回目の世界大会があります。当クラ
ブからは16名ぐらいの参加が予定されております。
まだ募集中であると聞いております。多くの会員
の参加を願っております。委細は木下国際奉仕委
員長にお尋ねください。

　今年度前半は残念な事がありました。宮崎茂治、
徳増須磨夫、佐藤千寿、第2580地区パストガバナ
ーが鬼籍に入られたことであります。まさに無常
の時のながれを痛感させられた事でありました。
そしてここで、恵面好晴会員、河野諭会員、林博
会員が一身上の理由で退会されました。たいへん
寂しい限りでありますが、あらたに先週、幹事を
経験されております小町幸生会員が再入会されま
したので今年度は今現在会員数はスタート時より
1名の減でありますので後半は会員増強目標に対
して100%に努めたいと考えておるところで御座い
ます。

　私の今年度のスローガンは｢あいに感謝 実践し
ようロータリーの志魂｣であります。ロータリー
の志魂を胸に一生懸命頑張りますので皆さんのご
鞭鍵とご協力の程を宜しくお願いいたします。


