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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2152回例会 2011.1.13

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　樋口例会運営委員

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

■お客様紹介：
　嶋田パスト会長

◆ゲスト：
　東村山青年会議所　小山誠司様、吉澤和年様
　交換留学生　ヤカブ・ティーメア様

■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：
　野澤会員

皆様こんにちは。第一例会を都合で欠席された皆
様、明けましておめでとうございます。また新年
例会には多くの皆様のご出席を頂きありがとうご
ざいました。メンバー各位の懇親を深め素晴らし
い新年のスタートをきれたと感じております。誠
に残念ながら欠席された皆様は是非メークアップ
をお願い致します。本年度も皆様のご協力を頂い
て月に1度は100％例会を実現して行きたいと考え
ておりますのでよろしくお願いします。

それではクラブテーマを復唱いたします。
｢温故知新｣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、メンバー間の懇親を深め、自分
　自身に有意義な例会を見つけよう。
　そして自分自身の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、前々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。
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■東京ロータリークラブ：
　｢第2580地区懇親ゴルフ決勝大会｣お礼と会計報
　の受理

■(財)ロータリー米山奨学会：
　｢米山功労者｣感謝状の受理
　野崎一重会員　マルチプル5回

■東村山市商工会：
　第23回東村山サミット｢観光市民フォーラム｣の
　開催について
　2011年1月29日(土)　13:30～
　於　東村山市民ステーションサンパルネ2F

■ロータリー財団：
　2011-12年度ロータリー財団グローバル補助金
　プロジェクト並びに新地区補助金プロジェクト
　候補の募集開始について
　申請受付　2011年3月31日

■青少年交換委員会：
・青少年交換学生の地区大会参加について
　2011年2月24日(木)
　懇親会(18:30～20:00)にて学生紹介
　ブレザー着用

・東京上野ＲＣ｢奏楽堂コンサート｣案内の受理
　2011年2月25日(金)　16:30開場
　於　旧東京音楽学校　奏楽堂

■国際ロータリー：
　1月のロータリーレート　1ドル＝84円

■東京本郷ロータリークラブ：
　｢職場体験発表会｣の事前案内
　2011年2月18日(金)　15:00～
　於　文京シビックセンター
　詳細は決定次第後日連絡

■宜野湾ＲＣ：
　創立45周年記念例会への案内について
　2011年1月26日(水)　18:00点鐘
　於　ラグナガーデンホテル2Ｆ　羽衣西

■ガバナー事務所：
　2580地区古宮誠一パストガバナーの訃報
　ご子息　隆充様　1月7日逝去
　2月に社葬予定(詳細は東京東ＲＣへ)

■青少年育成委員会：
　地区青少年育成委員会の案内について
　2月8日(火)　17:00～
　於　レストラン チャイカ

■回覧：
　心の東京革命推進協議｢青少年育成マニュアル｣
　ハイライトよねやま
　バギオだより

■幹事報告 中丸幹事

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。

12月も出席率平均90％を達成しました。2011年1
月も100％例会を達成できれば誠に素晴らしいス
タートになると期待しております。皆様、今年も
頑張りましょう。

■挨拶

■転勤挨拶：
　高橋徹会員

平成20年1月に入会させて戴きました。樺澤会長・
河野幹事のときでした。自宅が相模原で東村山に
は、全く縁が無く心配でしたが、皆様の温かいご
支援により、いつのまにか溶け込む事が出来まし
た。心より感謝申し上げます。立川の砂川支店に
転勤となりました。
ロータリーに関しては、立川の本店で役員が加入
しているので、私の出番はありません。職業奉仕
の精神を忘れずにいたいと思っています。無事東
村山支店で3年間過ごす事が出来ました事有難う
ございます。

■入会予定者挨拶：
　山宮隆様

皆様こんにちは。簡単に自己紹介をさせて戴きま
す。住まいは、日野市の三沢で京王線の百草園か
ら通っています。今回は1月20日の異動となりま
した。前任者の流れを汲んで頑張っていこうと思
っていますので、宜しくお願い致します。まだ入
会のご承認を頂いていないので、是非清き一票を
お願いいたします。今後とも宜しくお願い致します｡
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高橋(徹)クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■ご結婚祝月：
　高橋(徹)会員

■会員誕生祝月：
　嶋田会員
　高橋(徹)会員

■ロータリー財団・
　米山記念奨学会表彰：
　野崎(一)会員
　米山功労者
　(マルチプル)5回

■ホストファミリー
　補助金贈呈：
　赤木会員

■令夫人誕生祝月：
　土方会員、五十嵐会員
　野澤会員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

35 24 0 8 75.00

■出席報告 熊木例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：0名

■前々回出席率メークアップ修正後：100％

■前々会メークアップ者：
　飯田会員：田無けやきＲＣ
　金子会員：所沢中央ＲＣ
　北久保会員：所沢ＲＣ
　熊木会員：所沢ＲＣ
　村田会員：清瀬ＲＣ
　中條会員：所沢ＲＣ
　杦山会員：日高ＲＣ
　土田会員：清瀬ＲＣ

◆高橋(徹)会員：
　　　　　　今回の人事異動で砂川支店への転勤
　　　　　　となりました。皆様のお陰で楽しい
　　　　　　ロータリーライフを過ごせました。
　　　　　　ありがとうございました。

◆山本会長、中丸幹事：
　　　　　　皆様あけましておめでとうございま
　　　　　　す。本日は東村山青年会議所、小山
　　　　　　理事長、吉澤事務局長ようこそおい
　　　　　　で下さいました。写真ありがとうご
　　　　　　ざいました。

◆隅屋会員：たきびでの新年会の写真ありがとう
　　　　　　ございます。

◆小町会員：本年もよろしくお願いします。

◆五十嵐会員、嶋田会員、石山会員、野澤会員、
　杦山会員、目時会員、戸澤会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

本日のニコニコ合計：   36,000円
　　累　　　計　　：  840,019円
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■ゲスト挨拶

■東村山青年会議所
　理事長：小山誠司様

■東村山青年会議所
　事務局長：吉澤和年様

第38代東村山青年会議所理事長を拝命いたしまし
た小山です。宜しくお願い致します。
本年度は、｢一期一会　一時の新たなる可能性の
宝探し｣をスローガンと致しました。ＪＣに入会
後色々な方との出会いがありました。その出会い、
人によって色々な可能性を持っていると思います。
過去や未来にも反映されます。27名からのスター
トとなりますが、会員が減少していますので、皆
様のご子息等を是非ＪＣへ入会させてください。
ＰＲを兼ねて、新年のご挨拶とさせていただきま
す。

■委員長報告

■樺澤研修委員長

木下宜野湾友好委員長よりの伝言で、2月24日(木)
地区大会の後に赤坂グランドプリンス40階にて懇
親会を開催いたしますので、是非参加願いますと
の事です。
町田国際奉仕委員長より、ニューオリンズ国際大
会に皆様の参加をお待ちしていますとの事で、今
月末までにご返事をお願いいたします。

ロータリーの友についてご紹介を始めて半年を経
過いたしましたが、今年もよろしくお付き合いを
お願い申し上げたいと存じます。
それではロータリーの友の1月号についてご紹介
させて頂きます。今月は｢ロータリー理解推進月間｣
であり、特集として会長方針と同じ｢温故知新｣の
｢故を温ね、新しきを知る｣として、シェルドン･･･

忘れえぬその名と題して、｢最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる｣というロータリーのスロー
ガンをもたらしたアーサー･フレデリック･シェル
ドンさんとポール･ハリスの出会いから倫理訓の
起草などについて紹介されています。
続いて、｢ロータリー思い出写真館｣として、写真
で日本のロータリー90年の歩みとして関東大震災
に世界からの救援、ポール･ハリスの来日などが
写真で紹介されています。
また、ロータリーの友について、日本が一地区か
ら二つに分割された時がきっかけになって別々の
地区に分かれてもお互いを結ぶ何かが欲しいとし
て創刊されたそうです。
また、武士道に魅せられた米山学友や、英語を公
用語とするソウルロータリークラブの会長となっ
た米山学友が紹介されています。
次にお詫びですが、先月の12月号に米山学友の卓
話がきっかけでパレスチナ自治区にロータリーク
ラブが誕生したことを紹介されていました。この
米山学友のジェフリー･ベーアさんの卓話は、中
東の差し迫った環境問題について話し、ロータリ
ーに対する感謝も述べられたそうです。このベー
アさんは我が東京東村山ロータリーがお世話した
米山学友でした。我がクラブがこのような米山学
友をお世話したことは大きな誇りであると思いま
す。このベーアさんをお世話したのは、土方会長
さん、故佐々木幹事さん、當間奨学会委員長さん
と、その前の前田会長さん、木下幹事さん、野崎
征吉奨学会委員長さん、その後の野崎征吉会長さ
ん、嶋田幹事さんでした。

■小町クラブ奉仕委員長

12月10日に野村次年度幹事とともにロータリー財
団の研修に参加して参りました。パイロット地区
における新地区補助金について、次年度の事を考
えて対応したいと思います。
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ありがとうございました。野崎職業奉仕委員長、
産業祭の企画運営ありがとうございました。売上
金は交通少年団、消防少年団に例年通り寄付させ
て頂きます。神﨑青少年委員長、少ない予算の中
から全国大会ベストエイトになりました第一中学
校バスケット部への公式球の寄付をして頂きあり
がとうございました。町田国際奉仕委員長、本年
度のシカゴの世界大会の準備ご苦労様です。都合
の付く方のご出席をお待ちしております。飯田青
少年委員長、野澤副委員長、本年度は留学生の受
け入れの年に当たり、大変にお骨折り頂きありが
とうございました。目時ロータリー財団委員長、
嶋田米山奨学会委員長、あと半年よろしくお願い
致します。
最後になりますが、皆さまのご協力と、また皆様
の潜在意識の片隅に｢例会に出なければ会長がう
るさいから、頑張って出るか｣とインプットされ
始めて来たのか、例会の出席率は90％以上をキー
プしています。とても有難いことです。ありがと
うございます。会長の大きな公式行事もあと、宜
野湾ＲＣの45周年記念式典の祝辞と、2月の分区
連絡会のホスト、地区大会、地区協議会と残り少
なくなって来ましたが、皆さまにはご迷惑かもし
れませんが、例会の出席依頼とメークアップをあ
と半年は念仏のごとく唱え続けていく所存ですが、
よろしくお付き合い頂く事をお願いして、話をお
わらせて頂きます。

■中丸幹事

昨年は会員の皆様の大変暖かいご支援ご協力を賜
り厚くお礼申しあげます。
幹事として自己主張をなるべく抑え、会長・役員・
会員の皆様のご意向のもと、事務的なクラブ運営
に努めてきたつもりです。しかしながら、至らぬ
幹事ですのでなにかとご不満や行き届かない面が
多々あったと思いますが、何とか無事に折り返し
点を通過する事が出来ましたのも、会長はじめ皆
様のご支援ご指導のおかげと深く感謝申し上げま
す。本年もまた変わらぬご支援ご指導を、重ねて
お願い申し上げます。
安部ガバナー補佐が提唱された｢Catch up 90｣、
山本会長がお願いしています｢メークアップをし
よう、月に一度は出席率100％を達成しよう｣のど
ちらも会員の皆様のご協力で実現中であり、深く
感謝申し上げます。
さて、下期には2月23～24日にホテルニューオー
タニで地区大会が開催されます。終了後は宜野湾
ＲＣとの懇親会も、例年のように友好委員会主催
によりグランドプリンスホテル赤坂にて開催予定
と聞いております。皆様のご参加を宜しくお願い
申し上げます。また、3月16日は武蔵村山ＲＣの

皆様、改めましてこんにちは。本日は2011年1月
13日木曜日の第二例会です。本当に月日の過ぎる
のは早いもので｢温故知新 そして 和｣のクラブテ
ーマを掲げ、若い新たなるエネルギーを取り入れ
活力ある調和の取れたクラブ運営を行い、来る45
周年に向いクラブメンバーが一丸となって突き進
もう、との会長方針を出してスタートしましたが、
無我夢中で例会に理事会にと欠席することなく自
分なりに一生懸命業務をこなして来ました。｢あっ｣
という間の半年間でした。皆さんは如何でしたで
しょうか？
メイン事業をせずに、現在の幅広い年齢層のクラ
ブ構成の中でのクラブ内部の調和、団結心を作る
事。その結果としてメンバー全員で作り上げてい
く45周年を最終目標にしてきたつもりです。
ロータリアンは職業奉仕を通して1つの目標に向
う同志であり、そのロータリー活動の基本は職業
奉仕にあり、その実践の場所こそが例会である。
そして異業種職業のトップの頭脳の集まりであり、
各メンバーの実践で得られた貴重なノウハウを勉
強できる場所こそが例会である、と唱えて例会へ
の出席をいつも唱え続けてきた半年間でした。
まず皆さんの出席率を上げる為に例会に出て頂く
為に、小町クラブ奉仕委員長、戸澤例会委員長、
野村クラブ管理委員長、村田プログラム委員長に
は色々と無理をお願い致しましたが、快く全力で
ご協力を頂きました。ありがとうございます。会
員の皆様におかれましては多少の違和感を感じら
れ賛否両論はあるかと思いますが、是非残り半年
のご協力をお願いします。また、漆原会員増強委
員長にも残り半年の3名の増強をお願いしてあり
ますので、あとひと押しの入会候補が2名程いら
っしゃる様子です。是非強力なコネになるメンバ
ーの方の後押しをお願いします。必要とあらば、
会長幹事もいつでもお供いたします。樺澤会員研
修委員長には毎月のロータリーの友の解説の他、
後半に炉辺研修を企画して頂いておりますので一
人でも多くの皆様のご出席をお願い致します。當
麻職業奉仕委員長、素晴らしい職場見学と研修を

■司会：中丸幹事

■山本会長

■クラブ協議会(下半期に向けて)
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■点鐘：山本会長

■第4回 臨時理事・役員会

2011年1月13日(木)　　於  八坂神社 応接室

■宜野湾ＲＣ創立45周年記念例会出席について
　幹事より宜野湾ＲＣ吉田会長からの、来る1月26日(水)
　に実施される記念例会、および記念植樹に出席し、
　山本会長に祝辞をお願いする旨の要請があったこと
　が説明され、参加人数、お祝い等に付き審議された。
  審議の結果、会長・幹事・宜野湾友好委員会の木下・
　樺澤・町田各会員にて参加することとし、5万円のお
　祝いと参加者にクラブを代表しての参加である事を
　考慮して、各2万円の旅費を友好委員会費から支出す
　ることを決定した。

■22年12月出席表
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1
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氏　　名

公式平均

出席規定適用免除者

細渕　一男

相羽　　正

赤木　盛一

樋口　剛史

土方　義一

飯田　能士

熊木　敏己

石山　　敬

樺澤　　襄

金子　哲男

木下　清一

北久保眞道

町田　清二

小町　幸生

目時　俊一

村越　政光

村田　秀雄

中丸　繁男

二ノ宮　繁

野村　高章

野崎　一重

野澤　秀夫

嶋田　憲三

杦山　佳雄

高橋　　徹

高橋　　眞

土田　士郎

田中　重義

當麻　　誠

戸澤　　忠

漆原　次男

山本　智治

隅屋　宜一

五十嵐光利

名：名誉会員　　○：出席　　△：メークアップ

○

91.18

○
△

△

○ ○
○

○

○
△

△

○

△

△

○

○

△

○

○

○

○
△

87.88

○

○
○

○

○
○
○

○

○
○
○

○
○

○

○
○○

○

○

○

△

○

○
○

○

○

○
○

○

○
○
○

100

17

中條　基成

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○
○

100

○
○

△
○

○

○
○
○

○

○

△

○
△

○

○

4
5
6

神﨑　　武

○
○

△

○

△

○
△

△

○

△

○ ○

○
■交換留学生：
　ヤカブ・ティーメア

皆さん明けましておめでとうございます。今月8
日迄学校はお休みでした。沢山の宿題をし、お正
月も忙しかったです。1月1日は家族と浅草に初詣
へ行きました。学校の冬休みはあまりゆっくりで
きませんでした。これから勉強しますので、これ
で終わります。

ホストでＦＲＣが開催される予定ですので出席を
宜しくお願い致します。更に4月19日には地区協
議会も予定され、次年度がらみの流れとなります
がこちらも宜しくお願い致します。
下半期の主なクラブ主催行事と致しましては、親
睦旅行とニューオーリンズ世界大会がございます。
どちらも幹事として担当委員会の皆様と協力し、
より多くの会員の皆様が参加され、楽しい行事と
なるよう努めてまいりたいと存じます。
また、会員として御尽力頂いた高橋徹支店長がご
栄転となり、新しい支店長の入会式も2～3月に予
定しておりますが、何と言っても会員の増強は急
務であり、何とか一人でも多くの新入会員を増強
し、何回かの入会式が出来るよう会員増強委員長
に協力して行きたいと思っております。
高橋眞前幹事が以前話されていた箱根駅伝に例え
ますと、何とか皆様のご協力で箱根の山も登り切
り、折り返し点を過ぎて今、復路の山を下り始め
たところだと思います。下りは力を振り絞らなく
てもスピードが出ます。調子に乗って暴走するこ
とがないよう、また転倒する事がないよう注意し
ながら幹事として学びながらクラブと共に進んで
行きたいと思っています。
会員の皆様の更なるご指導ご協力をこの場を借り
てお願い申し上げ、終わりとさせて頂きます。




