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第2072回例会

今年度会長テーマ

2009.4.16
(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：
熊木例会運営委員

■点鐘：町田会長
■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

■会長報告

町田会長

今年も九段に行って桜を見てきました。靖国の桜
は約600本あり、その中に東京の桜の開花を観測
している標本木があります。この標本木に5、6輪
の花が咲くと気象台より東京の桜の開花が発表さ
れます。その花が完全に開いていないといけない
のだそうです。この靖国の本来の意味は、やすら
かに国を治めるという意味ですが、これが解って
いないものだから参拝は公的か私的か等と見当違
いの騒ぎに終始したり、政治屋といわれる連中は

■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

国を治めるどころか、国中を騒がせて国民の心を
乱れさせる言動ばかりになってしまっています。
今、世界中の景気が大変悪くなっているのに、心
がはずむことが少ないですね。暗い世相で不景気
の風が吹いている昨今ですが、明るい話題を話し
たいと思います。川柳はその時代を明るく表現で
きる素晴らしい日本の文化ですのでご紹介致しま
す。
最近の世相をうたったのに
ふと見れば ニュース速報 終の字
(よくあるが気になって気になってしょうが
ない事である)
死にたいと いいつつ しゅうとは 健康食
(この舅は女偏なのか)
ご先祖の センスが光る 苗字かな
(由緒ある家系を除けば、苗字は明治以降に
先祖が付けた)
3分で 私の良さは 写らない
(街角にある3分間証明写真機が増えました)
日本人離れが なんで 誉め言葉
(日本人は今も外国人に卑下しているのですか)
援交じゃないと 他国と付き合えず
(我が国の外交はどうして弱腰なのですかね)
駅よりも デパートで売っている 駅弁は
(駅弁ではなくデパ地下弁に変えたらと思う)
駅前の 何と不便な 歩道橋
(歩道橋は車のためにあるのですね)
東海林さん どの字がしで よで うで じなの
(苗字の漢字を読むのは難しいですね)
風引いて 病院休む お年寄り
(病院て何なのか)
不思議だな 笑って産まれる 児がいない
(産まれたとき泣かなかったらお尻を叩かれ
るそうです)
太り方 特集どこも してくれず
(痩せたい女性ばかり溢れているのには実に
不可解な世相ですね)

■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

■幹事報告

高橋次年度幹事

■ニコニコＢＯＸ 肥沼クラブ管理委員
◆皆出席：
當間会員(20回目)

■バギオ基金：
一般財団法人比国育英会バギオ基金理事･評議
員就任のお願い
現在当クラブより評議員：野村会員
4月30日までに別紙承諾書にて返信
■東村山市緑を守る会：
春の緑の祭典開催の案内について
2009年4月29日(水) 10:00〜
於 都立中央公園
■米山記念奨学会：
奨学生(宋 慧珍)の世話依頼と資料の受理
カウンセラー委嘱状→竹田会員
奨学生プロフィール→宋 慧珍(そん へじん)
韓国 24才
中央大学在籍
奨学期間 2009年4月〜2010年3月
■東村山消防少年団：
東村山消防少年団入卒団･進級式の案内について
2009年4月19日(日) 10:00〜11:00
於 東村山消防署地下会議室
■ガバナー事務所：
任意による拉致被害者家族連絡会支援募金のお
願いについて
賛同の場合 1口100円の寄付→5月15日(金)まで
ブルーリボンバッジ→1個300円にて
■回覧：｢友｣インターネット速報 No.376
ハイライトよねやま
ロータリーワールド

◆令夫人誕生祝月：
竹田会員

◆目時会員：娘の恵美が
無事退院す
ることが出
来ました。
4月5日に行
われた今年
度最終の多
摩分区連絡会に会長幹事をはじめ役
員の皆様ご協力ありがとうございま
した。
◆村田会員：東京マラソン完走いたしました。
◆當間会員：過日の地区協議会には社会奉仕委員
会を竹田会員に代理出席いただきあ
りがとうございました。

本日のニコニコ合計：
17,000円
累
計
：1,400,864円

■委員長報告
■中丸プログラム委員長

■出席報告
在籍会員数

出

席

41 31

吉川例会運営委員
免

除

1

■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：89.47％
■前々会メークアップ者：
山本会員：分区連絡会
竹田会員：分区連絡会

欠

席

5

出席率

次週4月23日の拡大例会は
終了が14:00となりますの
でお間違えの無いようお願
い致します。

86.84
■神﨑ロータリー財団
委員長
五十嵐会員が80歳を迎えら
れました。大変お目出度い
事なので、神﨑･當間2名で
幹事をして五十嵐･隅屋両
氏のお祝いをしたいと思い
ます。4月28日 18:30〜 いちまつにて実施致します。
皆様のご参加をよろしくお願いします。
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■地区協議会報告
■杦山次年度会長

皆様こんにちは。14日次年度に向けての会議が、椿山
荘に於きまして行われ、野崎一重委員長はじめ、當麻
国際奉仕委員長、山本クラブ奉仕委員長、漆原米山委
員長、二ノ宮ロータリー財団委員長、竹田会員(當間社
会奉仕委員長代理出席)各委員長さん高橋次年度幹事、
8名で地区協議会に出席してまいりました。その時の模
様を報告させていただきます。
登録は13時、本会議13:30〜15:40、部門別協議会は
15:40〜17:40まで行われ、懇親会をしまして東村山に
戻って参りました。
会議は櫻井ガバナーの挨拶に始まり、多田ガバナーエ
レクトがＲＩ現況報告を行いました。ＰＥＴＳのご報
告を先般致しました内容は、ほぼ同じようでした。
また各次年度地区委員長さんのスピーチをいただき河
原次年度職業奉仕委員長さんの中でこんなお話をされ
ました。フィリピンでの出来事ですが、ホテルを出る
と小さな子供が手を差し出しお金を恵んでください、
こんな光景を見たことが有りますでしょう。たび重な
ると嫌になります。現地に長く居ります日本人の神父
さんの話ですが10歳にも満たない子が靴磨きをして幾
ばくかのお金を得て太陽が沈むころ帰路につきました。
とぼとぼと歩いていると少年よりも幼い5歳位の子が近
づき、お金を恵んでといい靴磨きの少年は1日掛かりで
稼いだ、少々の中からより貧しい幼い子に分け与えた。
その神父さんがこれが｢高貴なる義務｣真の奉仕ではな
かろうか、と申されました。
部門別協議に入り会長部門では6テーブルに分かれ次年
度松本ガバナー補佐を中心に
①クラブの目標と題して意見交換を致しました。
例会で多くを語り合おう。｢出会いに感謝｣職業人と
しての意見の冊子を作ろう。以前金子職業奉仕委員
長さんが作りとても良かった事を思い出しました。
東京ベイ(港区東)会員20名ですので会の存続をかけ、
まず活動を続けていこう。江戸川ＲＣは100パーセン
トの出席を目指し、達成しているようです。福生で
は市内に2つクラブがあり人口の減少もあり、年4回
程度合同例会をしています。皆さんの意見は総じて
会員増強、退会防止、この2点に尽きるとの意見でし
た。どのクラブも悩むところです。
②地域と密着した活動は
チューリップの配布、市を2分して少年野球大会を行
い、賞品の提供、青い羽募金に2日間動物公園前で活
動、チャリティコンサート、団子を焼いて2000本売
ったことも、収益合わせ中学校の吹奏楽部に80,000
円を寄付、8年続いていますマーチ音楽支援、楽器等、
老人ホーム慰問(絵本を持って)いろいろな意見を頂
きました。私達もどのような事が出来ますか検討し
たいと思っています。以上で報告とさせていただき
ます。

■高橋(眞)次年度幹事
｢クラブ幹事の役目と役割｣
について地区研修リーダー
でパストガバナーの戸田一
誠様より講義を頂きました。
まず｢幹事の最大の目標は、
指導者たる会長の良き補佐
役として事務管理を徹底し、一年間、会長が遺憾なく
リーダシップを発揮できるようサポート役に徹すること｣。
そして｢事務局はあなたのパートナーです。事務局の能
力をうまく引き出せるかどうかが、あなたの成功の鍵
です｣など、幹事がすべき役割等を含め、例題を持ちな
がらの説明がありました。
その後8つのグループに分かれ、各クラブが抱えている
問題点等をはなしあった。各クラブ共通の問題点は、
我がクラブ含め会員増強でした。特に、会員減による
予算の問題、年会費の問題、幹事としての出席問題、
女性会員問題など。
｢職業奉仕とは、自社の確立ができて、初めてＲＣでは
ないか？｣との声も多くあった。クラブ幹事になるまで
の在籍年数として3年〜5年位の人が多くいた。
クラブ細則をよく理解し、副会長･副幹事のご協力を頂
き、会長と共に1年間真剣に進んで参ります。

■山本次年度クラブ
奉仕委員長
◆クラブ奉仕
最も基本的な奉仕活動で、
ロータリーの発展史が示す
ように親睦活動から展開し
てきました。この親睦活動
から奉仕の理想が生まれる仕組みが例会です。
◆クラブ奉仕委員長の役割
理事会に於いて各委員会の行動を連絡、調整する。従
って各委員会に報告書を提出させることによって担当
業務を掌握する。クラブ奉仕委員長としては、別には
っきりとした専門業務がある訳です。例会はすなわち
ロータリーの基本活動なのです。これを担当する責任
者であることを自覚することです。

■野崎(一)次年度職業
奉仕委員長
①クラブ奉仕、職業奉仕、
社会奉仕、3大奉仕以外の
取りまとめ→クラブ奉仕
②会員のマイナス→予算減
③引継ぎの申し送りが無い。
引継ぎ委員会が最近は無い。
④女性会員の仲
⑤年齢30台前半〜→最高年齢間とのギャップ、摩擦
⑥会長経験者ばかり
⑦ＣＬＰの件(クラブ リーダーシップ プラン)
クラブ細則の変更
⑧卓話者を探す苦労
→プログラム委員長よりの申し送り有り。
⑨出席の権利である
⑩例会→共通する価値観
⑪ロータリーにいて何が得られるの？
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■竹田次年度社会奉仕
委員長代理

■二ノ宮次年度ロータリー
財団委員長

①ロータリーの原点(理念)
1)会員個々人の向上
2)会員の企業を理想と実
際の両面で向上させる
3)会員の属する職種全体
の向上
4)会員の家族･地域の向上
②社会奉仕→23‑34の再確認。
③基本的な態度
基本方針｢超我の奉仕｣の哲学は、利己的な欲求と利
他の感情に常在する矛盾を和らげようとするもの。
個別善と公共善の調和である。
④基本的な考え方
切磋琢磨しお互いを高めあうべきである。
｢思念が業をつくる｣｢善因には善果｣
⑤具体的な活動
1)ロータリーの四大奉仕部門は一つの部門が次の部
門へとつながるよう順序立てられている。クラブ
奉仕、職業奉仕で磨かれた成果を社会につなぐ役
目が社会奉仕である。従ってリーダーシップは横
の関係で考えるべきである。
2)次年度の社会奉仕委員会の構成
3)効果的な事業遂行
4)各委員会ごとに行動計画を策定

①教育的プログラム
(国際親善奨学生、世界平
和フェロー、財団学友)
◆国際親善奨学金
ロータリーの歴史ある
奨学金プログラム。国際理解、親善を目的とする。
◆世界平和フェローシップ
世界平和に貢献し、紛争を解決する人材の育成に
寄与する。
◆人道的補助金プログラム(地区補助金)
◆地区補助金
クラブ企画しロータリアンが参加する、各種奉仕
活動の補助を行う。各種の制限はあるが、色々な
奉仕活動に利用可能である。今後補助金をもっと
利用して欲しい。

■當麻次年度国際奉仕
委員長
◆15:40 開始
①委員長挨拶並びに地区
委員紹介
大野利美知 次年度国際
奉仕委員長
②カウンセラー挨拶
中村昌平 パストガバナー
③部門別協議会
テーブルディスカッションの進め方について
鯉江園子 次年度世界社会奉仕委員長(Ｗ･Ｃ･Ｓ)
特別委員会は、対人地雷除去の緊急度の高いタイ/
カンボジア国境地帯の農村を｢ロータリークリアラ
ンド｣候補地として選び、土地を浄化する支援活動
を続けています。特別委員会では、この奉仕活動
を日本の各地区やクラブに呼びかけて国際ロータ
リー人道支援活動の輪をさらに広げ、2010年2月を
目標として、カンボジアにおけるロータリークリ
アランド･プロジェクトを推進します。

②ロータリー財団とは
ロータリー財団とはロータリー会員からの寄付を原
資としてロータリーが果たすべき種々の人道的、教
育的奉仕活動を行う組織である。

■漆原次年度米山奨学会
委員長
次年度米山記念奨学委員を担当することになりました
漆原です。
4月14日出席しました地区協議会で米山奨学部門会議が
開かれ次の3テーマを中心に3グループに分かれグルー
プ討議がありました。
①奨学生とクラブメンバーの相互理解と交流を促す役
割について
②カウンセラーの職務とクラブ米山記念奨学委員長の
役割について
③寄付増進アイデアの情報交換
私は運悪く3番目のテーマ｢寄付増進アイデアの情報交換｣
のグループに入り、多くの人の話を聞いていましたが、
寄付を多く集めるアイデアはありませんでした。今以
上に米山記念奨学事業を勉強し、そして皆様に理解し
ていただき次年度も義理と人情にすがって寄付をお願
いしたいと思いますのでよろしくお願い致します。

◆16:00
④テーブル別ディスカッション(バズセッション)
進行：各テーブルリーダー
◆16:45 休憩
◆17:00
⑤テーブル別討議内容発表
Ａ〜Ｆ(各テーブル３分程度)
◆17:20
⑥質疑応答及びまとめ
大野利美知 次年度国際奉仕委員長
◆17:40 終了

■点鐘：町田会長
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