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こころの中を見つめよう
博愛を広げるために

和の心　自然に学びて未来を創ろう

■司会：
　石山例会運営委員長

■点鐘：小町会長

■会長報告 小町会長

こんにちは、一、二月は年始挨拶の機会が多いで
す。14日は青年会議所の賀詞交換会に出席しまし
た、次年度40周年に向けて25名のスタートですの
で会員拡大に力を入れています。15日は狭山公園
周回駅伝大会に我クラブもエントリーし、5名の
ランナーが力走し、アンカー赤木会員が歓声の中
をゴールしました。村田、飯田会員、荻野会員の
弟さん、野村裕夫会員のお嬢様、そして応援して
くれた会員、家族の皆様ご苦労さまでした。寒さ

が一段と厳しくなっています、今朝のニュースで
浴槽内で亡くなる方が多い話で、脱衣、湯船に入
り急な血圧の上昇で、時間の経過とともに血圧が
下がり睡魔におそわれ死に至るという内容です。
注意として、湯船には10分内、42℃位で、肩まで
浸からない等です。
さて本日は五大奉仕部門のクラブ協議会です。下
期運営について、楽しいクラブのプログラムと活
動についての協議です。各委員長さんの発表楽し
みにしています。

■幹事報告 野村(高)幹事

■ガバナー事務所：
・2012-13年度ＲＩテーマとロゴのお知らせの受理
　｢奉仕を通じて 平和を｣　会長：田中作次(埼玉・
　八潮ロータリークラブ)
・下半期人頭分担金についての連絡
・ロータリー・カード入会のお願いについて
　(後日チラシの配布あり)
　オリコWebサイトにて詳細が見られます

■社会奉仕委員会：
　社会奉仕活動の調査(報告)の受理→回覧します

■福生ロータリークラブ(ホスト)：
　第5回多摩分区連絡会の案内の受理
　2012年2月8日(水)　16:00～
　於　石川酒造　新蔵

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣

◆ソングリーダー：
　荻野会員
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山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆小町会長、野村幹事：
　　　　　　先日の東村山市周回駅伝大会、監督、選
　　　　　　手の皆様ご苦労様です。また、本日のク
　　　　　　ラブ協議会よろしくお願いします。
◆野澤会員：家内の誕生祝い、素敵なお花をありがと
　　　　　　うございました。写真ありがとうござい
　　　　　　ます。
◆野村(裕)会員：
　　　　　　田中さん駅伝ありがとうございました。
　　　　　　家族が楽しみました。野村さん写真いっ
　　　　　　ぱいありがとうございます。
◆田中会員：先日行われました東村山市駅伝大会ご協
　　　　　　力ありがとうございました。お陰様でＪ
　　　　　　Ｃと熾烈な戦いとなり、選手の皆様の頑
　　　　　　張り、応援の皆様の声援で見事勝ことが
　　　　　　できました。写真ありがとうございました｡
◆赤木会員：15日の市内周回駅伝、選手の皆様お疲れ
　　　　　　様でした。田中委員長お世話になりました｡
◆山本会員：皆さん、風邪が流行しはじめました。外
　　　　　　から帰ったら手洗いうがいをしましょう｡
◆嶋田会員、相羽会員：
　　　　　　写真ありがとうございました。

本日のニコニコ合計：   19,000円
　　累　　　計　　：  743,554円

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

33 24 0 6 80.00

■出席報告 野村(裕)例会運営委員長

■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：87.10％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ

■唱和

第7章　業界の発展のために力を尽くすのは、職
　　　 業奉仕だ

■皆出席：
　當麻会員(19回目)

皆さん、こんにちは。時間つぶしに少しお話させて
頂きます。先ほど、當麻会員の奥様の誕生日が1月1
日と伺いまして、実は私の家内が1月2日なのです。
それで、私は2月の1日で、逆にすると1月2日。私は4
人兄弟の長男なものですから、元日はそれぞれのん
びり過ごして、2日に家に皆で集まって宴会をやるの
ですが、だいたい皆忘れてしまって、宴会が終わっ
た頃に、｢そういえば、今日は礼子さんのお誕生日で
したよね。｣となり、それでついでにお祝いをする、
そんなことを続けております。実はもうすぐ私、2月
1日に何とか大台になりますので、またその説は宜し
くお願い致します。実はこのエピソードですが、私
の父親が2月1日生まれなのです。それで、祖母が生
きている頃、間違いなのかを聞いてみました。昔は
よくズレて報告したり届出したりするそうなのですが、
間違いなかったそうです。それで、私は昭和17年の2
月1日ですが、大雪が31日まで降り続いていて、2月1
日になったらキレイに晴れてその朝に生まれたそう
です。なんとそれだけでなく、実は私の長男は2月3
日の誕生予定日だったのですよ。それで、あの頃は
地域の若い者と一杯飲みながら、｢秀夫さんの長男が
2月1日に生まれたら、親子三代で2月1日に生まれた

■委員長報告

■野澤会員増強、45周年
　記念行事実行委員長

■米山奨学会：
　米山奨学生期間終了式の案内について
　2012年3月1日(木)　15:30～
　懇親会 17:00～21:00
　於　ハイアットリージェンシー東京
　(朴さんは継続学生ですが、交流をはかる為出
　席の依頼あり)

■回覧：ハイライトよねやま
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■クラブ協議会(下半期に向けて)

■司会：野村幹事

■中丸クラブ奉仕委員長
　代読：野村幹事

本日はクラブにとって大切なクラブ協議会を欠席す
ることとなり、会員の皆様には大変申し訳ございま
せん。私事で誠に恐縮ですが、本日11時より葬儀に
出席することとなりました。常日頃お世話になって
います梅岩寺住職の父親である前住職林久敬氏が99
歳にてご逝去され、親族及び総代・世話人による密
葬が執り行われます。正式な葬儀は2月末から3月初
頭に執り行われますが、本日は私も世話人の一人と
して出席することとなり、この為例会に出席できな
くなり重ねてお詫び申し上げます。
さて、本年度は｢和の心、自然に学びて未来を創ろう｣

のテーマのもと、小町会長・野村幹事が堅実な中に
も誠に建設的なクラブ運営を行っていることに感服
致しております。また各委員長をはじめとする会員
皆様の協力も大変素晴しく、2名の方の入会も有り、
クラブの活性化と円滑なクラブ運営に寄与している
と思います。
また、小町会長は田中社会奉仕委員長と共に、４Ｒ
Ｃにての空堀川清掃を提案され実行に移されたこと
に感銘を受けました。今までにないような意義深い
４ＲＣになったと思うとともに、今後も継続して行
ければ良い事業だったと思います。
振り返ってみて今までの半年の各事業に、私がクラ
ブ奉仕委員長としてどの程度協力して来られたかを
考えると疑問符が付きますが、今後も創立45周年記
念式典・職場見学・親睦旅行と重要な行事が続きま
すので、クラブ奉仕委員長として出来る限りの協力
をして行きたいと思います。
下半期が終わり6カ月後の7月には新年度となり、私
が次期会長を仰せつかりました。未だテーマ・方針
等は決まっていませんが、東京東村山ロータリーク
ラブの会長として歴代会長の名誉を汚すことの無い
様に努力して参りますので、会員の皆様のご協力を
切にお願い申し上げます。
本日は欠席して誠に申し訳ございません。

■當麻職業奉仕委員長

皆様こんにちは。職業奉仕委員会の下期の計画は、
引き続き毎月第1例会において職業奉仕の12ヶ条の唱
和、そしてロータリーの職業宣言の徹底を図りたい
と思います。特に1番目の宣言文を徹底したいと思い
ます。
｢職業は奉仕の一つの機会であると考えること｣
そして職場見学は水野ガバナーの会社でありますミ
ズノ(株)東京本社に予定しております。スポーツ用
品の歴史等、創業者水野利八様の商売に対する考え
方等研修させて頂きたく、来る3月8日(木)に予定し
ております。

■田中社会奉仕委員長

半年振り返って思うこと
月日が経つのが早いものであっという間に過ぎた感
じが致します。まず産業祭、皆様のご協力を頂きま
して目標は達成できたなと思っています。ひとえに
先輩の皆様、野崎征吉さん・杉山さん・戸澤さんは
じめ会員の皆様のご支援の賜物と深く感謝致してお
ります。今思うと、倍ぐらいの品物がさばけたので

としてテレビに出るよ。｣なんて大騒ぎして、酒の肴
にしていたのですが、残念ながら早く迎えに行きす
ぎて1月26日に出てきてしまいました。久米川の産婦
人科のある先生にこの話をしたら、｢野澤さん、もっ
と早く言ってくれればよかったのに。｣と言っていま
した。なんとそのお医者さんは毎年正月にはハワイ
旅行に1週間行っているそうで、結構調整できるそう
ですよ。
話は戻りますが、駅伝、御苦労様でした。うちの職
場で話して、じゃあ来年はうちの職場でも出ようと
いうことになりましたので、一緒に合同でも構いま
せんからぜひやらせて下さい。女子大会が始まった1
年目の時に、実はうちの職員チームが女子の部で優
勝しているのですよ。なんと参加チームは4チームか
5チームでしたが。でも記念に残る駅伝でした。さて、
45周年の方ですが、先日の理事会に出席させて頂き
まして、予算の方を使わせて頂くことをご了承頂き
ました。と言いますのは、皆さんから頂く登録料会
費とお客様から頂く登録料あるいはお祝いではとて
も足りません。コンパクトにということで計画して
いるのですが、市あるいは教育委員会それから財団
等への寄付を含めますと、とうてい足りるものでは
ありません。周年行事の積立金が270～280万円あり
ますので、50周年でも大々的にやるでしょうから、
あまり使わないようにということで計画はしています。
しかし、何としても150～160万円は足りなくなりそ
うなので、それを使わせて頂くことを承認頂きまし
たので、安心致しました。順次進めていきたいと思
っております。
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■戸澤国際奉仕委員長

国際奉仕委員会の開催はロイヤルパークホテルで7月
21と12月14日に2回開催しました。今年はあと3月14
日に開催の予定です。
二回の地区国際奉仕委員会会議では各クラブの国際
奉仕活動の発表がありました。海外のロータリーと
の姉妹クラブとなり、国際交流の場の関係を深めて
奉仕活動をしている。宜野湾の城間氏の発表で韓国
の前立腺プロジェクトなどに参加支援している。そ
の他各クラブが海外とのいろんな支援をしている実

例を発表。
多摩分区の石井さんの発表で秋川ロータリーは韓国
のクラブと30年前に姉妹クラブを結んだが、75歳の
方は日本語が通じるがお互いに若い方が多くなり、
言葉が通じなくなって、ここ数年行かなくなっており、
自然に提携解消になっている。
あと、当クラブもそうですが、海外との支援活動を
していないクラブは国際大会に参加して、友愛の広
場で親交を暖めるのもいい。
当クラブは今年の5月5日から4泊5日でタイのバンコ
ク世界大会へ行きます、現在のところ当クラブが13
名武蔵村山クラブが8名東大和クラブが4名総勢25名
で行く予定です。

■村田新世代奉仕委員長
　代読：相羽会員

上期においては、青少年健全育成事業の一環として
開催される第5回東村山版中学生クイズ大会に共催し、
東村山ロータリークラブの知名度アップに横断幕を
張り、アピールを行いました。空堀川清掃事業では、
田中社会奉仕委員長のもとで、市内小学生の参加も
得て、協力させて頂きました。後期は45周年の野澤
実行委員長と力を合わせ、成功に向けて努力してい
きます。

■点鐘：小町会長

はないかと思っていたりしています。また、当日の
町田会員の募金の姿勢に感動しました。自分には声
掛け続ける事できませんでしたので、素晴らしい先
輩と改めて思い直しました。最近、後姿にもオーラ
を感じられ、嬉しく思っています。
空堀川清掃、小町会長さん、会員の皆様に随分不安
と心配をおかけしたのではと思います。小町会長さ
んの指示通り働いただけでしたので、改めてロータ
リークラブの伝統や東村山の良さ・歴史を知り、日
頃の活動が大事だと思いました。予想以上の盛大さ
で実施できました事、今でも喜びとするところです。
例会の後の打ち上げの宴会、相羽社長の司会、御社
が厳しい時勢の中、頑張っていられること、納得出
来ました。他クラブの皆様と和気あいあい実施でき、
天候に恵まれ、諸先輩に恵まれ、子供達に恵まれ協
力頂いたこと。今後の私の生き様に大きな影響を与
えました。大役を仰せつかりましたこと、小町会長
さん始め会員の皆様に感謝申し上げます。
今年に入りましての東村山市周回駅伝大会、出るか
出ないか決めかねている時、飯田会員からの例会中
のＴＥＬ、｢自分を選んでもらえるなら死ぬ気で走り
ます。｣なんと嬉しかったこと、その言葉で出場を決
めました。当日も好天気に恵まれ、108チームの参加、
子供達の元気さ、役員の皆様の大変さを知る事がで
きました。
また、会長幹事さん、島田大先輩他大勢の皆様、応
援して頂きましたこと心より御礼申し上げます。当
初の目標通り、東村山ロータリークラブの一員とし
て選手の皆様は誇りと喜びを感じながら立派な成績
を残されました。御苦労様でした。さぞかし大変で
あったと思うとともに、参加してよかったと思って
います。打ち上げでおいしいお酒を頂きました。中
丸次年度会長さんからもご祝儀を頂きました。感謝
申し上げます。
あと半年残っています。大事な45周年記念事業、大
成功に終わらせるよう、協力致します。ＦＲＣゴル
フ大会は延期となり5月に行います。ゴルフ部の実力
の底上げ、次年度こそは地区大会優勝。新たな目標
に向かい、頑張りたいと思います。スポーツは礼節
と基本が大事です。ロータリーは例会出席と親睦が
大事です。共々に先輩の会員の皆様を大切にして、
私達若手で頑張りましょう。以上です。


