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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2172回例会 2011.6.23

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　田中例会運営
　副委員長

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

社があり、ツイン部屋を100室確保してあるとの事。
後日、戸澤次年度国際奉仕委員長からお誘いがある
と思います。万障お繰り合わせの上、一人でも多く
の参加を希望します。

今日は、4大奉仕委員長の奉仕委員長の発表があるの
で、昨日参加してまいりました地区の国際奉仕委員
会の報告を簡単にしたいと思います。その前に東京
東久留米ＲＣの｢がんばれ　福島｣の回覧をしますの
でご覧ください。オンツーバンコクの件ですが、各
クラブで約半数の方々が、世界大会に参加したこと
が無いとの事から、5月6～9日にかけて、3泊4日程度
で予定していて、東京ナイトも企画されていますので、
是非ご出席ください。バンコクにはＪＴＢの現地支

■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 ■国際ロータリー：

・ロータリークラブ未来の夢計画に関する調査の受理
・未来の夢試験段階のニュースレターの受理

■ガバナー事務所：
・地区大会記録誌の受理
・地区大会深川純一パストガバナー基調講演
　｢職業奉仕の原点｣(全文)冊子の受理
　※プリントアウトした物を回覧します
・(財)ロータリー米山記念奨学会DVD｢心つないで、
　世界へ｣の受理
・2011-12クラブ会長への連絡について受理
　東日本震災義援金のお願いについて受理
　・義援金　会員一人1万円→〆切8月31日
　　災害遺児奨学制度として5年間の継続
　・ＩＭ、地区大会等のメークアップ扱いについて

■国際奉仕委員会：
　地区国際奉仕委員会(2011-12年度)第2回会議開催
　について
　2011年6月22日(水)　15:30～
　於　社会福祉法人救世軍社会事業団

■バギオ基金：
　第2回臨時評議員会議事録の受理

■幹事報告 中丸幹事
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

33 20 0 10 68.75

■出席報告 野村(裕)例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：6名
■前々回出席率メークアップ修正後：80.00％
■前々会メークアップ者：
　田中会員：東京立川ＲＣ

◆山本会長、中丸幹事：
　　　　　　皆様、親睦旅行お疲れ様でした。また
　　　　　　企画、添乗を1人でこなしてくれた野村
　　　　　　委員長ありがとうございました。また
　　　　　　本日4大奉仕の委員長さん発表をよろし
　　　　　　くお願いします。最後に写真ありがと
　　　　　　うございます。
◆野村会員：先日の親睦旅行、ご協力ありがとうご
　　　　　　ざいました。事故もなく時間通り終了
　　　　　　することができ、感謝の一言です。
◆小町会員：野村委員長ご苦労様でした。写真あり
　　　　　　がとうございました。
◆田中会員：雑誌パーゴルフ、123名中準優勝できま
　　　　　　した。7/5関東シニア決勝、全日本と高
　　　　　　い目標に向って頑張ります。
◆野村(裕夫)会員：
　　　　　　親睦旅行は非日常の中で皆様と親睦を
　　　　　　図ることができ、嬉しい時間でした。
　　　　　　事務局に感謝します。
◆嶋田会員、野澤会員、石山会員、隅屋会員、
　野崎(一)会員、相羽会員：
　　　　　　写真ありがとうございました。

相羽クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

本日のニコニコ合計：   28,000円
　　累　　　計　　：1,309,019円

■皆出席：
　中丸会員(10回目)
　田中会員(3回目)
　小町会員(2回目)

■東京あすかロータリークラブ：
　｢2010～2011地区協議会報告書｣ＨＰ掲載のお知ら
　せについて
　第2580地区ＨＰに掲載　http://www.rid2580.org/

■クラブ奉仕委員会：
　ロータリアン卓話者リスト(参考資料)の受理

■国際ロータリー日本事務局：
　2011年7月のロータリーレート　1ドル＝82円

■八坂神社：
　八坂神社例大祭式典執行の案内の受理
　平成23年7月10日(日)　9:30～
　於　八坂神社

■東村山消防署：
　広報業務協力に対する依頼について
　｢火災予防運動実施中｣の横断幕の作成
　萩山駅に掲出予定(8月～9月頃発注予定)

■東村山市防衛協会：
　勉強会へのお誘いについて
　7月25日～28日の間
　テーマ｢歴史認識と国防意識｣(仮題)

■東村山市国際友好協会：
　平成23年度賛助会費のお願いについて
　近日中に担当者来訪の予定

■職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、環境保全委員会：
　職業奉仕・社会奉仕・環境保全合同セミナーの案
　内の受理
　2011年7月22日(金)　13:30～
　於　ハイアットリージェンシー東京

■回覧：
　武蔵野女子学院ニュースレター｢留学はこころのス
　スメ｣
　週報(所沢中央ＲＣ、東京小平ＲＣ)
　ハイライトよねやま

■クラブ協議会

■司会：中丸幹事
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テーマ：4大奉仕委員長　1年を顧みて
本年度は3月11日の震災により活動内容にも変更があ
りました。6月13日の４ＲＣ、6月16、17日のクラブ
旅行移動例会も延期実行されました。5月27日、18日
は次年度5大奉仕委員会の炉辺会合を開催しましたと
ころ会員の減少が見られる中、活発な意見も頂きま
した。しかし活動内容を充実するためには会員増強
に皆さんの協力をお願いするところです。ただ、出
席率に関しては会長の年通しての熱意が数字に表れ
良かったです。本年度は山本会長のリーダーシップ
のもと各委員長の努力でロータリー活動が実行でき
たと思います。詳しい活動内容は戸澤例会運営委員長、
村田プログラム委員長、野村クラブ管理委員長、漆
原会員増強委員長、樺澤会員研修委員長に報告をお
願いするところです。一年間皆様にはお世話になり
ました。
次年度は45周年の節目に当たり荷の重い会長を仰せ
つかりました。四大奉仕から五大奉仕に変わり、野
村幹事とともに国際ロータリー会長テーマ、水野ガ
バナーのビジョンのもと東村山ロータリークラブも
地域に根をはった楽しいロータリーライフになりま
すよう力を注いでいきます。クラブ運営を主体に周
年事業、４ＲＣホストに力を入れますので尚一層の
ご協力ご支援をお願いいたしまして報告とさせてい
ただきます。

クラブ管理委員会は、親睦・週報作成・広報を兼ね
ていますので、順番にお話いたします。まず、親睦
に関しては、山本会長から、今までとは違うスタイ
ルでという指示がありましたので、夏の親睦は東村
山を離れて屋形船に乗ってお台場への納涼会。その
時の男性の女形芸者は、最近テレビに出演している
そうです。クリスマス親睦会は、立川パレスホテル2
階の中華にて家族を含めて楽しく過ごせました。そ
して、親睦旅行は、先日の淡島ホテル1泊旅行でした。
途中事故も無く、企画の段階から村越さんにご協力
戴き、町田さんには米山梅吉記念館を推薦してもらい、
移動例会を実施いたしました。このように今回の旅
行は、多くの方の助言を私なりに組み立てて実施い
たしました。お楽しみいただけたでしょうか？
週報に関しては、とても根気の要る仕事で、次年度
はもう少し簡略化した形式も試してみたいと考えて
います。ただし、外部から卓話者を呼んだ場合は、
詳細な内容を記載する必要があると思います。作成

まず大変申し訳ありませんでした。という内容です。
本来ならば今頃は40名体制になって、次年度会長に
バトンタッチできるものと考えていましたが、結果
的には後戻りした状態です。市内の企業を回る予定
でいましたが、うまくいきませんでした。山本会長・
野澤会員のご協力を戴きまして、活動しました。ま
だ2名程結論が出ていない方がいらっしゃいますので、
諦めずに次年度入会を目指します。

■小町クラブ奉仕委員長

■野村(高)クラブ管理
　委員長

■漆原会員増強委員長

先週に引き続き突然のご指名です。杉並のロータリ
ークラブへ行ったら突然東村山の話をしろと言われ
ました。今日で2回目なので、あともう一回ありそう
です。まず最初にお詫びいたします。山本会長より
炉辺会合にて、出席のテーマをするように言われて
いて、結局出来ませんでした。なるべく映像を使用
すると言う事で、ロータリー理解月間の時にパワー
ポイント。雑誌委員会を併合している為｢ロータリー
の友｣の紹介をしてきました。1年間本当に有難うご
ざいました。

■樺澤会員研修委員長

に必要な原稿ですが、皆さんパソコンで、原稿を作
成する方が、増えてきていると感じます。そのまま、
原稿をメールでいただけるととても助かります。広
報については、殆ど活動にはなりませんでした。し
いて言うなら、自分のホテルのロビーで閲覧できる
ように置いてあるだけです。総じてこの一年間は、
皆様のご協力によりの満足いく内容だったと思います。

一年を顧みますと、当初に計画をたてた活動方針、
事業計画は会員の皆様の指針となり得たかは甚だ疑
問ですが、只一つ職業奉仕の考え方は伝えられたの
ではないかと自負しております。職業奉仕とはロー
タリーの第2奉仕部門であり、シェルドンのロータリ
ーの奉仕理念として受け入れた独自の思考であります。
事業計画に於いては｢舟橋屋｣さんへの老舗の職場見
学研修、また例会に於いては｢京都の老舗17店舗に学
ぶ｣の卓話を開催しました。
微力でしたが、これで山本会長年度の職業奉仕委員
会を閉じさせて頂き、1年間の報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。

■當麻職業奉仕委員長　(代読：中丸幹事)



東京東村山ロータリークラブ

社会奉仕委員長のお話があった時、役員を務めてい
る菩是寺で大事な行事が予定されているので、あま
り時間を取れないと申し上げましたが、クラブ独自
の特別の事業を行わないということでお引き受け致
しました。当クラブの社会奉仕委員会としては例年
と比べて特別な活動は行っていません。10数年続け
ている産業祭での物品販売、今年度は野菜販売を通
じてロータリーのＰＲ、収益金を交通少年団、消防
少年団への活動援助として贈りました。
活動方針に掲げた職場体験の実践は地区の活動もあ
まり熱心ではなく、当委員会としても特に中学校教
育委員会には働きかけをしませんでした。

■野崎職業奉仕委員長

木村次年度地区幹事より頼まれていた事を忘れてい
ました。来年度のガバナー訪問は、9月29日に単独で、
この会場で行われますが、水野ガバナーは書面した
もの以外に別に熱い思いを聞かせていただきたいと
の事でした。そのほかにもう一つ国際奉仕のアンケ
ートで、奉仕の目的を達成するためにクラブではど
のような計画を立てているのかという問いに対して、
一番多いのは、クラブの奉仕プロジェクトに全員参
加加入させるような企画を立てて欲しい。2番目は、
国際奉仕委員会に奉仕プロジェクトの立案と実施の
方法を理解して欲しい。現在進行中の奉仕プロジェ
クトについて検討し、それらがニーズに答えるもの、
会員にとって関心のあるものか確認したい。と言っ
た非常に難しい話があります。これがアンケートの
内容です。国際法しについて櫻井パストガバナーは、
あまり難しく考えないで、外国の人とまず挨拶をす
ることから始め、最終的には世界平和に辿り着くの
では、との事。もう一つ、東日本大震災によって、
海外への奉仕活動を中止し、国内奉仕活動を中心と
したが、今後の奉仕活動のため各国との奉仕活動も
継続して欲しいとの意見もある。櫻井パストガバナ
ーの武蔵野RC発信で、韓国の無医村地区へ前立腺ガ
ン検診を支援するという話もある。バンコクでの国
際大会への参加を促す事と、あと4～5年位で韓国で
の国際大会も考えられる。バンコクについては、自
クラブの他に多摩地区の各クラブとの連合も良いで
しょう。戸澤次年度国際奉仕委員長に頑張っていた
だきましょう。

■山本次年度地区
　オンツーバンコク委員

・青少年交換委員会
今年度は2580地区には、小さな親善大使として青少
年交換の派遣学生13名が来日して、当クラブにはハ
ンガリーのヤカブ・ティーメアさんを8月5日に受入
れ、第一ホストファミリーに中丸会員、第二ホスト
ファミリーとして赤木会員宅にホームステイさせて
頂きました。中丸、赤木両会員の奥様をはじめご家
族の方には大変なご苦労をお掛け致し、感謝致して
おる次第で御座います。勉学先としては市内の富士
見町にある私立日本体育大学付属桜華女子高校にご
協力を頂きまして、通学を致しておりましたが、3月
11日に発生した東日本大震災に因る東京電力福島第
一原発の事故が起こり、放射能汚染が世界中の高い
関心事となり、ヤカブ・ティーメアを含め地区の交
換留学生全員が残念ながら帰国してしまいました。

・オンツーニューオリンズ
国際大会への参加によって、世界中のロータリアン
との親睦が生まれる機会でありましたが、せっかく
14名の参加希望者が御座いましたが、1000年に1度と
言われる未曾有の東日本大震災で多くの人たちが死
亡或いは行方不明という大被害を被った為、大和人
の感情といたし中止としました。

・Ｒ財団の寄付状況
年次恒久寄付1人100ドル、35名3,500ドル。287,200
円。ポリオプラスクラブ寄付1人3,000円、35名
105,000円。個人寄付1名19,222円。米山恒久普通寄
付1人5,000円、クラブで35名175,000円。特別寄付1
名100,000円マルチプル5回目を野崎一重会員にして
頂きました。
なお、来年度からは青少年交換委員会は5大奉仕とし
て発足する青少年育成委員会が包括するそうです。

■町田国際奉仕委員長

■点鐘：山本会長

■第7回臨時理事・役員会

2011年6月23日(木)　　於  八坂神社応接室 12：00～

■杦山佳雄会員の退会の件：
　杦山佳雄会員より退会届が提出され、審議の結果承
　認した。

■その他：特になし


