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今年度会長テーマ

第2132回例会 2010.7.22

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　五十嵐例会運営委員長

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

皆様こんにちは。さて本日は第4回目の例会にな
ります。恒例の本年度のスローガンと重点事項の
復唱をさせて頂きます。｢温故知新 そして 和｣古き 
を たずね 新しきをしれば もって師となるべし｡
①例会に出席し、懇親を深め、自分自身に有意義
　な例会を見つけよう。そして例会出席の楽しみ
　を見つけよう。
②例会を欠席したら、メークアップを必ずしよう。
③入会時のスポンサーは新人メンバーのメークアッ
　プの面倒を必ず見よう。
④食事の廃棄を少なくする為に例会を欠席する時
　には、前日までに事務局に連絡を入れよう。
⑤夜間例会、懇親会、旅行に奮って参加しメンバー
　の懇親を深めよう。
⑥クラブメンバーの全員卓話を盛り上げよう。
⑦マイ箸を失くさない様に使おう。
⑧交換留学生をしっかりと育てよう。
⑨阿部ガバナー補佐の掲げた、キャッチアップ90
　(出席率90％以上)を実現しよう。
以上を今年1年間、宜しくお願いします。

さて、昨日は中丸幹事と東京福生ＲＣと福生中央
ＲＣの合同例会に表敬訪問に伺いました。福生Ｒ
Ｃ小野会長、折原幹事、福生中央ＲＣ森田会長、
宮崎幹事もとてもお元気に張り切っておられまし
た。また、昨日はビジターがとても多く阿部ガバ
ナー補佐、高木分区幹事、青梅ＲＣ岩波会長、黒
田幹事、秋川ＲＣ藤沢会長、近藤幹事、直前会長･

■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：
　石山会員

■お客様紹介：
　野崎パスト会長

◆ゲスト：
　東京東大和ＲＣ　　会　　長　松本　喜美
　　　　　　　　　　幹　　事　浦川　哲男
　　　　　　　　　　直前会長　眞崎　一郎
　東京武蔵村山ＲＣ　会　　長　野島　　征
　　　　　　　　　　幹　　事　宮崎　茂夫
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

35 28 0 7 85.71

■出席報告 田中例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：5名
■前々回出席率メークアップ修正後：85.71％
■前々会メークアップ者：
　嶋田会員：武蔵村山ＲＣ

■幹事報告 中丸幹事

■バギオ基金：
　(財)比国育英会バギオ基金第3回評議員会の開催
　について
　2010年9月16日(木)　17:00～
　於　弘済会館

■ガバナー事務所：
・8月のロータリーレート　1ドル＝88円

・地区青少年交換来日学生ホストクラブ支援金額
　のお知らせ
　7月23日(金)　￥326,000　確定

・｢入りて学び、出でて奉仕せよ｣例会場前掲示幕
　紹介について
　掲示幕のみ　￥6,300
　掲示幕専用スタンド　￥10,500
　生地 ポリエステル　　スタンド ステンレス製

■国際奉仕委員会、青少年交換委員会：
　青少年交換来日学生オリエンテーション及び日
　本語集中研修／来日学生・派遣予定学生合同オ
　リエンテーションのお知らせについて
　・8月10日(火)～25日(水)
　　来日学生オリエンテーション、日本語研修
　・8月23日(月)～25日(水)
　　来日・派遣予定学生合同オリエンテーション
　　於　ＹＭＣＡ東山荘

■回覧：みどりの杜 17号

■多摩分区幹事：
　多摩分区分担金納入のお願いについて
　分区分担金　7/1現在の会員数×2,500円
　(※35×2,500＝87,500円)→近日中に振込み

■例会変更：
・東京福生中央ＲＣ
　8月11日(水)
　　七夕例会に振替　福生七夕まつりに参加
　9月15日(水)
　　移動例会　大悲願寺へ移動例会
　9月22日(水)
　　合同例会　東京福生ＲＣと夜間合同例会
・東京小平ＲＣ
　8月12日(水)　休会(定款第6条)
　9月1日(水)
　　夜間例会(東京東久留米ＲＣとの合同例会)

幹事と大勢のお客様で会場がにぎわっておりまし
た。もちろん福生中央ＲＣの松本パストガバナー
補佐、佐竹直前分区幹事、加藤パストガバナー補
佐もお元気に出席されていました。またこの日は、
初代水戸黄門様の東野さんのお孫さんの製作裏話
の卓話と、地元福生より今年4月にデビューした
女性シンガーのミニコンサートもあり、とても楽
しい例会でした。それと驚いたのは福生ＲＣの出
席率が、当日が何と95％、7月14日がメークアッ
プ修正後100％と、素晴らしいではありませんか!!
是非、東村山ＲＣも今年こそ皆さんのご協力と小
町クラブ奉仕委員長と戸澤例会運営委員長に企画
をお願いして我がクラブも100％例会を実現しましょ
う。以上で会長挨拶を終わり、会務報告をさせて
頂きます。

■ニコニコＢＯＸ 高橋(徹)クラブ管理委員

■皆出席：
　山本会員(13回目)
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■ゲスト挨拶

■東京東大和ＲＣ
　松本会長

■東京東大和ＲＣ　浦川幹事

会場に入るといつも温かく迎えて戴き有難うござい
ます。この会場には、メイキャップに来たことはな
くいつもお知らせで来ていました。いつも本当に温
かく迎えてくれるので、その嬉しい気持ちのままこ
の1年を過ごせたらいいなと思っています｡

松本会長はいつも夢を持ち続ける青年のような方です。
1年間夢を持ち続けられるようなクラブ運営を推し進
めて行きたいと思いますので、宜しくお願い致します｡

本日のニコニコ合計：   49,000円
　　累　　　計　　：  264,000円

◆東京東大和ＲＣ松本会長、浦川幹事：
　　　　　　本日は大変お世話になります。山本
　　　　　　会長、中丸幹事様、そして会員皆様
　　　　　　には1年間ご指導下さいますようよろ
　　　　　　しくお願い致します。
◆東京武蔵村山ＲＣ：
　　　　　　よろしくお願いします。
◆眞 崎 様：1年間お世話になりました。無事役目
　　　　　　が終わりました。ありがとうござい
　　　　　　ました。
◆山本会長、中丸幹事：
　　　　　　東京東大和ＲＣ眞崎パスト会長、松
　　　　　　本会長、浦川幹事、東京武蔵村山Ｒ
　　　　　　Ｃ野島会長、宮崎幹事ようこそいら
　　　　　　っしゃいました。
　　　　　　本日はモントリオール国際大会の写
　　　　　　真と思い出話もありますので、お時
　　　　　　間の許す限りゆっくりとお過ごし下
　　　　　　さい。
◆東京武蔵村山ＲＣ野島会長、宮崎幹事：
　　　　　　7月14日の創立記念卓話の折には山本
　　　　　　会長・中丸幹事をはじめ、直前会長､
　　　　　　幹事、そして3名の会員のご出席を頂
　　　　　　き大変有難うございました。おかげ
　　　　　　さまにて盛会のうちに終了できまし
　　　　　　た。本日は例会楽しませて頂きます｡
◆當麻会員：東大和ＲＣ会長、幹事、武蔵村山Ｒ
　　　　　　Ｃ会長、幹事様、東大和ＲＣ直前会
　　　　　　長様ようこそいらっしゃいました。
◆杦山会員：東大和眞崎直前会長、並びに松本会
　　　　　　長、浦川幹事ようこそお越し下さい
　　　　　　ました。武蔵村山ＲＣ野島会長、宮
　　　　　　崎幹事先日はお世話になりました。
◆田中会員：7月度月例ゴルフ、39・36グロス75で
　　　　　　ベスグロ優勝しました。東京都大会
　　　　　　東村山代表3名の中に選ばれました｡
　　　　　　東村山の発展、名誉の為、死ぬ気で
　　　　　　頑張ります。
◆野村会員：東大和ＲＣ松本会長、浦川幹事、武
　　　　　　蔵村山ＲＣ野島会長、宮崎幹事、東
　　　　　　大和ＲＣ眞崎様ようこそお越し下さ
　　　　　　いました。
◆二ノ宮会員：
　　　　　　當麻誠パスト会長モントリオール国
　　　　　　際大会の卓話宜しくお願いします。
◆漆原会員：當麻会員、本日の卓話楽しみにして
　　　　　　いました。終わったらヌカ風呂でゆ
　　　　　　っくりして下さい。
◆小町会員：写真ありがとうございます。當麻さ
　　　　　　ん本日の卓話楽しみにしています。

■東京武蔵村山ＲＣ
　野島会長

■東京武蔵村山ＲＣ　宮崎幹事

東大和の会長に負けないように夢を持って頑張りた
いと思います。私の今年の方針に掲げているのは、｢全
員参画で魅力ある例会｣としています。今年のスター
トは29名です。来年の3月16日開催の４ＲＣのホスト
を務めます｡

野島会長とは古くからの知り合いで、まさか会長・
幹事を務めるとは思っていませんでした。当会にお
いて、不祥事がありまして、そんな関係から順番が
狂ってしまいました。
会長が提唱している楽しい例会に向けて邁進します。
第1回・2回の例会出席率は100%を達成しています。
第3回も100%を目指しメイキャップを奨励しています。
来年の４ＲＣについても楽しい４ＲＣにしたいと考え
ています。これから1年ご協力宜しくお願い致します｡

■東京東大和ＲＣ　眞崎直前会長
１年間有難うございました。今はタダの人になって
いますが、色々と勉強させていただきました。当ク
ラブより安部さんが、ガバナー補佐として出ていま
す事とゴルフ部会長であるので分区ゴルフ大会の参
加を皆様にお願いに来る事もありますので、宜しく
お願い申し上げます｡
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■委員長報告

■漆原会員増強委員長

本日入会第1号の方樋口さんをお連れする予定で
したが、急用で8月5日になりましたので是非宜し
くお願い致します。会員1人につき推薦者1人宜し
くお願いいします。

■卓話

■卓話者紹介：
　金子プログラム副委員長

■卓話者：木下会員

モントリオール国際大会に参加して
卓話の時間を戴きました国際奉仕副委員長の木下
です。2010年ＲＩ国際大会は6月16日に出発して、
23日に帰ってきました。カナダのケベック州にあ
るモントリオールで開催された大会に行ってきま
した。当日は東村山駅に12時30分集合し、中丸幹
事の見送りで45分出発。メンバーは秋川ＲＣの山
田さんご夫妻、当会からは、10人と樺澤さんご夫
妻、私と家内の合計14名です。旅行の行程につい
ては、この後スクリーンで見られますので省きま
す。ただ私ごとですが、国際交流とはこうゆうも
のかなというお話をしたいと思います。北海道の
帯広に行ったときに音更町というところにメイク
アップに行きました。その時に幹事をしていた方
が、東京の東村山というところは、どういう所な
のか少し話して欲しいと言われ、3分でいいから
という事でした。23区内とは違って少し田舎です
といった話をしました。今回モントリオールの会
場の外で、着物を着た女性２人がいて、その他に
10名ほどいました。日本から来たのですか？と聞
いたらそうですとの事。名札を見たら北海道・音
更と書いてありました。7年前に行った時の幹事

■卓話者：當麻会員

■6月16日(水)　晴れ　16℃
　訪問地：バンクーバー
ＡＣ(エアカナダ)4便にて約8時間30分の空の旅で、
2010年冬季五輪開催地ブリティッシュコロンビア
州バンクーバーへ。現地ガイドの岡田ＭＳと市内
観光でグランビル・アイランドで散策と昼食。車
窓からはギャスタウンとチャイナタウンを見学し、
スタンレーパークでは2ヶ所の展望台から景色を
楽しんだり、アライグマを発見したりもしました。
ご宿泊ホテルはハイアット・リージェンシー・バ
ンクーバー。ご夕食はホテル内レストランにて、
カナダ名産のサーモングリルなどを。戸澤様のお
誕生日のお祝いもしました。

■6月17日(木)　晴れ時々くもり　8℃
　訪問地：バンフ
ＡＣ208便にて、約1時間20分の空の旅で、アルバ
ーター州カルガリーへ。現地ガイドの川野Ｍｒと
出会い、デルタ空港ホテルにて、シーフードパイ
グラタン風をメインとしたご昼食を。その後バス
にて約140km先のバンフに向いました。ご宿泊ホ
テルはカナダで最初に国立公園に指定されたバン
フ国立公園内にある、バンフ市内のショッピング
やボウ川周辺の散策にも便利なバンフパークロッ
ジリゾートホテル＆コンファレンスセンター。ご
夕食はホテル内レストランにて、アルバーター州
名物のアルバータービーフステーキなどを。

■6月18日(金)　晴れ　13℃
　訪問地：カナディアンロッキー
往復約400km、女性ドライバー、サンディーさん
の運転で終日ユネスコの世界自然遺産に登録され
ているカナディアンロッキー観光。観光中に鹿、
野うさぎ、リス、ブラックベアー、グリズリーベ
アー、エルクなどを発見しました。午前はロッキ
ーの宝石と称えられているレイクルイーズで湖畔
散策。ターコイズブルー色の氷河湖ペイトレイク
を展望台から見渡し、コロンビア大氷原へ。中華
風バイキングのご昼食後、巨大な雪上車に乗り、
アサバスカ氷河の上に降り立ちました。午後はボ
ウレイクで湖畔散策とクロウフット氷河前で記念
写真。ご夕食はホテル内レストランでタラなどを。

で黒川さんが会長で来ていました。そして、木下
さんと呼ばれ覚えていてくれたのです!!外国の地
で日本のたまたまメイクアップしたクラブの方に
会えるとは考えもしなかった。来年も国際大会は
ありますので、是非参加して戴くことがすばらし
い事だと思います｡
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■点鐘：山本会長

■6月19日(土)　晴れ　18℃
　訪問地：カルガリー→モントリオール
バイクレースが開催されている中、午前中のバン
フ市内観光では、ツージャックレイクとカスケー
ド山を背にして記念写真。バンフ国立公園内で最
大の湖、レイクミネワンカでの遊覧船を約1時間
お楽しみ頂き、ご昼食は杉乃家で和食膳を。午後
の観光では標高2,285mサルファーマウンテン山頂
にある展望台までバンフゴンドラで約8分の空中
散歩。山頂から360度の大展望を楽しんだり、ボ
ウ滝とカスケードガーデンではバンフ通りとカス
ケード山を背にして記念写真。ＡＣ186便にて、
約4時間の空の旅でケベック州モントリオールへ。

■6月20日(日)　晴れ　23℃
　訪問地：大会開会式ベルセンター
18:30～21:00までアメリカＮＨＬ所属のモントリ
オール・カナディアンズのアイスホッケーの試合
が行われたりしているベルセンターにて大会開会
式が盛大に行われ、コンサートも実に素晴らしか
ったです。開会式前の自由時間を使ってモントリ
オールゴルフコースでのゴルフ組と市内観光組に
分かれて、観光組は古い街並みの残る旧市街にあ
るノートルダム大聖堂、ジャックカルティエ広場、
ボンスクール・マーケット、ノートルダム・ド・
ボンスクール教会などをご見学いただきました。
ご夕食はホテル内レストランでローストチキンや
メープルシュガーパイなどを。

■6月21日(月)　晴れ　24℃
　訪問地：モントリオール
現地ガイドのちか子さんと共に、半日観光で標高
232mの小高い丘モン・ロワイヤル公園の展望台か
らの景色や、馬に乗ってパトロールをしている警
察官との記念撮影をしたり、リトルイタリー街の
中心にあるジャン・タロン・マーケットでのお買
い物をしたり、ランチクルーズとしてバトームー
シュに約90分間ご乗船頂き、セントローレンス川
沿いの景色とケベック州名物のスモークミートサ
ンドイッチなどをお楽しみ頂きました。その後、
友愛広場などをご見学した方も。ご夕食は1949年
にオープンしたル・カヴォにてロブスターなどを。
カジノに行った方も。

■6月22日(火)　晴れ　26℃
　訪問地：トロント
セントローレンス川の中州に発展したカナダ第2
の都市で、パリに次ぐ世界で2番目に大きいフラ
ンス語圏の都市であるモントリオールで3泊した
ホテルは、ダウンタウンにあるデルタ・モントリ
オールでした。世界中のロータリアンの方々も宿
泊していました。ＡＣ407便にて約1時間15分でオ
ンタリオ州のトロントへ。トロントで国際線へ乗
り継ぎをして、ＡＣ1便にて約12時間45分の空の
旅で、国際日付変更線を通過して日本にご帰国と
なります。

■6月23日(水)
今回のご参加者は石山様、樺澤様ご夫婦、木下様
ご夫婦、小町様、高橋様、當麻様、戸澤様、二ノ
宮様、野澤様、山田様ご夫婦、山本様(アイウエ
オ順)の計14名様でした。旅行幹事の當麻様お疲
れ様でございました。世界第2位、日本の27倍の
面積があるカナダの旅をご一緒させて頂いた添乗
員は、鰐渕弘美でございました。


