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ロータリーを
実践し
みんなに
豊かな人生を

話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に

■司会：
　山本例会運営委員長

■点鐘：野村会長

■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：
　村田会員

■会長報告 野村会長

■お客様紹介：
　野澤パスト会長

■会長継承式：
　中丸直前会長から
　野村会長へ

■国際ロータリー第2580地区米山奨学委員会
　副委員長：野崎一重会員
■国際ロータリー第2580地区社会奉仕委員会
　委　　員：山本智治会員
■国際ロータリー第2580地区インターアクト委員会
　委　　員：飯田能士会員

◆ゲスト：
　東村山市国際友好協会
　会長　岩瀬由明 様

■委嘱状伝達

■幹事継承式：
　赤木直前幹事から
　石山幹事へ

　改めまして皆さんこんにちは。東京東村山ＲＣ第47
代会長に就任いたしました、野村高章でございます。
これから1年間皆様のご協力を戴きながら、誠心誠意役
目を務めて参りますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお
願い申し上げます。また、リスボンでの国際大会参加
の皆様、結構お疲れになったかと存じます。大変ご苦
労様でした。私も楽しい思い出が沢山出来ました。リ
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■出席報告 清水例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

31 30 0 1 96.67
■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：
　相羽会員：理事会
　村田会員：東京お茶の水ＲＣ
　漆原会員：朝霞ＲＣ

■幹事報告 石山幹事

■ガバナー事務所：
・2013～14年度地区役員名簿の受理と委嘱状の受理
　2013～14年度国際ロータリー第2580地区
　社会奉仕委員会委員　　　　山本智治会員
　インターアクト委員会委員　飯田能士会員
　米山奨学委員会副委員長　　野崎一重会員
　名簿は会長・幹事・地区役員へお渡しします。
・2013～14年度地区ウェブサイト開設について
　http://rid2580.org
・2014～15年度グローバル補助金プロジェクトについて
　2013年9月30日までにガバナー事務所への連絡の事
　クラブ個別対応にて検討
　・資料：ロータリーの重点分野(←回覧します)

■米山奨学委員会：
　執行会議開催の案内の受理
　2013年7月12日(金)　15:00～
　於　ガバナー事務所

■東村山交通少年団：
　青少年育英資金の礼状の受理

■回覧：
　国際ロータリー：ロータリークラブ・セントラルに
　関する最新情報
　バギオだより
　心の東京革命

■例会変更：
　所沢ＲＣ　7/15(月)→例会取消し 他
　下記ＲＣについては事務局にて保管
　東京城北ＲＣ、東京四谷ＲＣ、東京ベイＲＣ、

　トウキョウセントラルパークＲＣ、東京ワセダＲＣ、
　東京葛飾東ＲＣ、東京江戸川中央ＲＣ
　→メークアップの際はご連絡下さい

スボン国際大会に参加しての卓話は、国際奉仕部門よ
り後程あると思いますので、是非楽しみにして下さい。
　今日は2013-14年度で、46回ある例会の第1回目の例
会です。多くの会員の出席があり、今後の例会運営に
も期待したいと思います。会長方針にある活動方針第1
項の実践をお願いいたします。まず、出席から始めま
しょう。
　昨晩第1回目の7月度理事・役員会が開催され、6件の
議題が承認されましたのと、幾つかの報告がございま
したので、ご連絡申し上げます。
　　1. 6月度収支報告明細
　　2. 2012～13年度決算
　　3. 2013～14年度予算案
　　4. 細渕一男名誉会員継続了承
　　5. 例会変更について
　　6. 次回理事会開催日
　以上6件の議案が承認されました。その他報告事項に
ついては、来週手元に届く週報を 参考にして下さい。
この後行事が沢山詰まっていますので、会長挨拶はこ
の辺で終了します。

◆野村会長：今年1年皆さん楽しいロータリーライフ
　　　　　　を送りましょう。皆さんのお役に立てれ
　　　　　　ば幸いです。
◆中丸会員：野村会長、石山幹事、一年間よろしくお
　　　　　　願い致します。頑張って下さい。昨年度

山宮クラブ管理会員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　嶋田会員(5回目)

■令夫人誕生祝月：
　隅屋会員、樺澤会員
　北久保会員、村田会員
　赤木会員

■会員誕生祝月：
　北久保会員
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本日のニコニコ合計：  100,000円
　　累　　　計　　：  100,000円

■赤木クラブ奉仕委員長

◆新旧会長幹事激励慰労
　会の案内

■中丸会員研修副委員長

◆ロータリーの友紹介

■委員長報告

■東村山市国際友好協会
　賛助金の贈呈

■賛助金贈呈

■村越プログラム委員長

◆国際大会の報告の日程
　について
◆卓話の案内

　　　　　　は会員の皆様に大変お世話になりました｡
　　　　　　改めて御礼申し上げます。写真ありがと
　　　　　　うございました。
◆樺澤会員：中丸前会長、赤木前幹事、一年間大変お
　　　　　　世話になりありがとうございました。戸
　　　　　　澤委員長はじめ、リスボン大会参加の皆
　　　　　　様には大変お世話になりました。野村会
　　　　　　長、石山幹事様よろしくお願いします。
◆荻野会員：今年度も色々よろしく。前回夜間例会あ
　　　　　　りがとうございました。
◆戸澤会員：野村・石山丸の順調な船出おめでとうご
　　　　　　ざいます。リスボン世界大会参加の皆様
　　　　　　色々ありましたが楽しい旅行になったと
　　　　　　思います。ご協力ありがとうございます｡
　　　　　　野澤さん、山宮さんお心遣いありがとう
　　　　　　ございました。写真ありがとうございま
　　　　　　した。
◆神﨑会員：大変ごぶさた致して申し訳ございません｡
　　　　　　そろそろ体制も整ってきたみたいですの
　　　　　　で、極力出席する様頑張ります。
◆石山幹事：2013-14年度1年間野村会長を支え一生懸
　　　　　　命頑張ります。皆様どうぞよろしくお願
　　　　　　い致します。
◆當麻会員：野村会長、石山幹事1年間頑張って下さい｡
◆相羽会員：野村会長、石山幹事これからの一年間、
　　　　　　健康に留意され頑張って下さい。
◆赤木会員：野村会長、石山幹事これからの一年間、
　　　　　　健康に留意され頑張って下さい。
◆町田会員：野村・石山丸本年度のクラブ運営よろし
　　　　　　くお願いします。中丸さん、赤木さん一
　　　　　　年間お疲れ様でした。
◆野崎会員：中丸会長、赤木幹事一年間ご苦労様でし
　　　　　　た。野村会長、石山幹事頑張って下さい｡
　　　　　　神﨑さんお久しぶりです。
◆清水会員：一年間ちゃんと務まりますようお願いし
　　　　　　ます。
◆漆原会員：中丸パスト会長、赤木パスト幹事、一年
　　　　　　間ご指導ありがとうございました。お疲
　　　　　　れ様でした。また野村会長、石山幹事一
　　　　　　年宜しくお願い致します。頑張って下さい｡
◆北久保会員：
　　　　　　新年度の門出｢ロータリーを実践しみん
　　　　　　なに豊かな人生を｣の標語のように豊か
　　　　　　な心をもって一年を過ごせれば幸いです｡
◆隅屋会員：本日、八坂神社野口宮司より安全祈願の
　　　　　　お祓いを戴きありがとうございました。
　　　　　　今年一年間頑張ります。
◆野村会長：写真ありがとうございました。
◆嶋田会員：野村会長、石山幹事、大変な仕事ですが
　　　　　　一年間頑張って下さい。神﨑さん久しぶ
　　　　　　り。元気で会えてよかったよ!!
◆野澤会員：中丸さん、赤木さん1年間お疲れ様でした｡
　　　　　　そして野村会長、石山幹事これから一年
　　　　　　間楽しく頑張りましょう。
◆山本会員：野村会長、石山幹事、一年間頑張って下
　　　　　　さい。中丸会長、赤木幹事お疲れ様でし
　　　　　　た。ポルトガル、スペインの写真ありが
　　　　　　とうございました。
◆五十嵐会員：
　　　　　　中丸会長、赤木幹事、一年間ご苦労様で
　　　　　　した。今年度野村高章会長、石山敬幹事
　　　　　　の御健闘を祈っています。

◆目時会員：中丸会長、赤木幹事ご苦労様でした。野
　　　　　　村会長、石山幹事一年間よろしくお願い
　　　　　　します。
◆野村会員：新しい年度になり自身も新たな気分にな
　　　　　　りました。その気分を大切にしていきた
　　　　　　いと思います。野村新会長、石山新幹事
　　　　　　お二人の体制に協力して、よいＲＣにし
　　　　　　たいと思います。
◆小町会員：中丸直前会長、赤木直前幹事、一年間ご
　　　　　　苦労様でした。野村会長、石山幹事、身
　　　　　　体に気をつけて1年頑張って下さい。本日
　　　　　　は所用で早退させて頂きます。
◆村田会員：野村会長、石山幹事、今年度頑張って下
　　　　　　さい。よろしくお願いします。
◆金子会員：野村高章会長、石山敬幹事、健康に気を
　　　　　　つけて1年間よろしくお願いします。
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■クラブ協議会(クラブ運営について)

■司会：石山幹事

　皆さん改めましてこんにちは。この綠多き東村山市
にあり、諸先輩方が営々と築いてこられた東京東村山
ロータリークラブその第47代会長に就任しました野村
高章です。今後1年間皆様と共に歴史と伝統あるこのク
ラブの舵取りする事になりました。何分若輩者で、世
間知らずのどこにでも居るような暴走してしまう男で
すが、名誉に恥じないように一生懸命頑張りますので、
何卒宜敷御願いいたします。この東村山の地にたった
一人で乗り込み、友人・知人誰もいないなかで、平成
12年6月初旬に前任の地元企業からウィングホテルを引
継ぎ、6月10日に再オープンさせ、地元企業として認め
られるべくがむしゃらに働いて参りました。その時、
この地で商売をするにあたって、何か足りない物があ
ると感じ、この歴史あるクラブの門を叩きました。暫
くして、うちのクラブに入りたいって言うのは、あん
たかい？と言ってホテルに現れたのが、当時の会長と
他1名様で、現在は退会されてここには居ません。12年
の歳月が流れ今日ここに名誉ある会長職を拝命するとは、
全く想像も出来ない事で夢のようです。
　私は、今年還暦を迎えます。還暦と言えば、魔除け
に赤い産着を着せたことから、赤い布を送る習慣が始
まった事と十二支が一巡し生まれ変わる歳として、と
言う事は皆さん良くご存じの通りです。そのような人
生の節目に、歴史あるクラブの会長の任に就くという
幸運を与えていただいたことに感謝しています。何は
ともあれ、これからの1年間は、ドップリとロータリー
に漬かってみようと腹をくくりましたので、ご指導ご
鞭撻の程宜敷く御願い申し上げます。
　今年度のガバナーである吉田健二氏は、ＲＩからの
2013-14のテーマ｢ENGAGE ROTARY CHANGE ROTARY｣｢ロー
タリーを実践し　みんなに豊かな人生を｣をそれぞれの
クラブが独自に理解して、会の運営に携わって下さい
との事で、ガバナー発信のテーマとしては、今年度は
特にありません。各クラブは独立した存在であるとい
う大原則があるとはいえ、何か物足りない気持ちがし
ないではないのですが、方針がそうであればそうする
必要があると考え、前進あるのみととらえて行きたい
と存じます。今までの習慣化した行事等についてもチ
ェンジに挑戦してみようかと思います。私が今年挙げ
ているのは、

｢話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に｣
活動方針は
1. ｢例会出席｣は、あたりまえとし、｢ロータリーの友｣を

　　購読しよう。
　　ロータリーの3大義務の内の2つですが、あえて挙
　　げさせて貰いました。
２. 夜間例会の実施と、充実した炉辺会合の開催
　　野澤職業奉仕委員長に御願いして、勉強会を開催
　　しますので、是非参加して下さい。
３. 国際大会及びバギオ訪問の旅に参加し、ロータリー
　　の醍醐味を体験しよう。
　　国際大会は一度は経験して戴きたいと考えます。
　　人種・言語を超えた友情は格別です。ロータリー
　　バッジを付けているだけですぐ打ち解けます。バ
　　ギオについては、余っている文房具や古着を届け
　　て直接手渡す等誰にでも出来る事をしてみる。
４. 会員増強では純増5名を目指して、会員相互の情報
　　を基に実現しよう。
　　女性会員の勧誘に挑戦しましょう。
５. 東日本大震災の継続支援・バギオ基金への支援を積
　　極的に実施しよう。
　　青梅の50周年記念でのＲ財団・米山奨学・バギオ
　　基金への贈呈が記憶に新しい。

　例会出席は奉仕への第1歩ではないかと考えています。
ロータリアンは、例会に顔を出すことが重要であるが、
それはロータリークラブの会員としての1つの要素です。
今迄に会員として過ごしてきた中で、長年にわたって
途切れる事無しに例会に出席しておられる多くの会員
を拝見してきました。例えば今年の青梅ロータリーク
ラブの50周年記念式典で表彰された方々であったり、
先日当クラブで表彰された隅屋会員等お目にかかる事
は難しくありません。彼らのロータリーへの貢献に対し、
尊敬申し上げるとともにまたその皆出席している事は、
ロータリーライフにおいて、ほんの一部分であること
も承知しているはずです。何を言いたいか？それは、
例会出席は奉仕への第1歩だからです。皆出席や高い水
準の出席率を継続する事は、いくつかの理由から重要
な事だと思います。例会に欠かさず出席しなければ、
自クラブが何をしているのかがわかりませんし、ロー
タリーライフという精神文化を共有する貴重な時間と
機会を逸しているからです。例会に欠かさず出席する
ことで、ロータリー活動に参加でき、ロータリー活動
に参加することが、多くの奉仕活動への扉を開ける重
要な鍵となるのです。
　さらにまた、例会出席はロータリー全般について、
例えばＲＩの新規プログラムだったり、出版物だった
り更に新しいボランティア活動の機会について等多く
の事を学べるという点でも重要です。思うに多くの行事、
特にセミナー等に参加することも、単に自クラブの例
会出席以上に重要な事かもしれません。その行為は単
に「顔を出す」を遙かに超えた次元の高い重要性を持
っていると言っても過言ではないと考えています。
　日常生活のサイクルが早い今日の社会では、誰もが
多忙ですから、何を優先させるかを慎重に判断する必
要があります。でも、ロータリーの会員になる事を承
諾した時点で、これからはロータリーを自分の人生で
の優先事項の一つとする思いがあったはずです。ロー
タリアンにとって、クラブ例会は、断じて時間つぶし
ではないはずです。だから例会は時間の無駄使いだと
感じたり、退屈だと思ったなら、自ら行動して、例会
を意義あるものに変えていくべきです。チェンジに挑
戦する必要があると考えるべきです。
　例えば次のようなことを自問して下さい。クラブの
活動や討論に参加してますか？上着を脱いでワイシャ
ツの袖を捲り上げて、額に汗して、仲間であるロータ
リアンとクラブの諸行事に参加するよりも、小切手を

■野村会長



東京東村山ロータリークラブ

■閉会点鐘：野村会長

切っていることの方が楽しいですか？新入会員と親し
く語らうことがありますか？青少年交換学生のホスト
を受けた経験がありますか？要するに単に例会に｢顔を
出す｣以上の事をしてますか？
　大多数のロータリアンにとって、高い水準の出席率
を維持することは、非常に難しいと思います。不可能
に近いかもしれません。しかし、出席することのみが
目的ではないと私は考えています。出席は、親睦、ロ
ータリーについての知識、ロータリー活動への参加、
そして何にもまして重要な奉仕という、より大きな｢自
分への報酬｣に恵まれる為の踏み台とすべきではないで
しょうか。
　もう一つ大事な事として、｢会員増強｣です。この件
については、増強委員だけの事ではないと言う事は、
皆さんもよくご存じの事です。例えば年度初めに5人く
らいで良いだろうと判断し、会員増強の趣旨が達成で
きると考えます。でも年度末になると会員の体調不良・
転勤・故人となってしまう等色んな要素から会員が減
少してしまいマイナスクラブに転落してしまう事も十
分考えられます。そして会員の質か量かの論争もあり
ます。｢量より質が大切である｣とよく言われます。逆
に｢質より量が重要である｣とはかなり勇気のいる言葉
です。質ばかり強調すると消極的になりかねません。
でも会員増強は、｢資格のある人を迎え、奉仕の理想を
実践するロータリアンになってもらう事であり、会員
の減少を最小限に止めることでもあります。一度増強
を怠ればてきめんに衰退の一途を辿るでしょう｣よって、
会員全員の心を合わせて、目標に向かって努力しよう
ではありませんか。
　私の一つの挑戦として、クラブ概況を一日でも早く
皆さんの手元に届ける事。私・石山幹事・菱沼事務局3
人で一丸となって、作業していますのでもう1ヵ月程お
時間をいただきたいと存じます。7月の第一例会にクラ
ブ概況を届けるクラブもあると聞いています。
　今年以降のクラブ活動は、当クラブの50周年を意識
した運営が必要となるはずです。皆さんのご協力無し
には、成功しないと言って良いでしょう。炉辺会議で、
各委員長さんに御願いしたことや各委員会の活動方針・
事業計画を尊重し、粛々とこの一年を皆様とともに歩
んで行きたいと存じます。何卒ご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。
　締めくくりとして、米山梅吉翁の言葉で｢例会は人生
の道場｣そして、もう一つ米国のレークプラシッドＲＣ
の出入り口にあった｢入りて学び 出でて奉仕せよ｣を思
い出して下さい。
　ご静聴誠に有り難うございました。

2013-14年度クラブ運営について
　皆さんこんにちは。2013-14年度、当会の幹事を務め
させていただきます石山敬です。1年間野村会長を支え、
｢話と和で輪を広げ、ロータリーをもっと身近に｣とい
う会長テーマを浸透させて、当会の更なる発展のため
に一生懸命頑張ります。皆さんどうぞよろしくお願い
いたします。

　私はもともとマイナス思考の部分が多々あり、また
発言等もストレートで皆さんに不愉快な思いやご迷惑
をおかけすることが今までありましたが、この1年間は
常にプラス思考、常に謙虚で低姿勢で臨んでまいります。
皆さんお気づきの点があれば間髪入れずにご指摘いた
だけたら幸いです。
　入会して6年3ヵ月あっという間の｢幹事｣という役職
をいただきましたが、この1年間でロータリーの知識が
自分の血となり肉となるよう多くのことを吸収してま
いります。

次にクラブ運営についてですが、
①年間スケジュールを把握し、早め早めの準備をして
　どの行事も成功へと導いていく。
②出席率向上の為、例会運営委員会と協力し、参加し
　やすく楽しい例会づくりにつとめていく。
③卓話を充実させ、集中して聴ける環境を整えて、学
　びの深い例会の開催を心掛ける。
④新しい会員に対してのフォローをしっかりとし、出
　席及び行事等への参加を後押ししていく。
⑤例会参加のビジター、お客様、卓話者には各会員が
　真心を込めたおもてなしをするように促していく。

　上記5点を常に念頭に置き、予算の範囲内で充実した
活動ができ、そしてスムーズなクラブ運営が行われる
よう努力を重ねてまいります。また事務局との連携も
しっかりして間違いやミスを極力減らしていきます。
東村山ロータリークラブをますます良いものにするた
めに1年間積極的に取り組みますので、ご協力のほどよ
ろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうござい
ました。

■石山幹事

■開会の挨拶：
　田中クラブ管理委員長

■司会：
　赤木クラブ奉仕委員長
　(直前幹事の為、
　 代理：山本会員)

■新旧会長幹事歓送迎会

◆記念品の贈呈：
　野村新会長より
　中丸直前会長へ

■中丸直前会長、赤木直前幹事、一年間お疲れ様
　でした。

◆記念品の贈呈：
　石山新幹事より
　赤木直前幹事へ
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◆花束の贈呈：
　中丸直前会長より
　野村新会長へ

■野村新会長、石山新幹事激励

◆花束の贈呈：
　赤木直前幹事より
　石山新幹事へ

■挨拶：
・中丸直前会長よりお礼の挨拶
・赤木直前幹事よりお礼の挨拶
・野村新会長より今年度の抱負
・石山新幹事より挨拶

■開会の挨拶と司会：
　赤木クラブ奉仕委員長

■挨拶と乾杯の音頭：嶋田パスト会長

■挨拶と中締め：
　野崎パスト会長

■閉会の辞：赤木クラブ奉仕委員長

■新旧会長幹事歓送迎会・懇親会

■第1回(7月度)理事・役員会

2013年7月3日　久米川ウイングホテル 18:30～

1.�6月の収支明細報告について
　 承認されました。
2. 2012～13年度決算について
　 承認されました。
3. 2013～14年度予算案について
　 承認されました。
4. 細渕名誉会員(継続)について
　 承認されました。
5. 例会変更(休会・振替等)について
　 ①休会について(定款第6条第1節C項)
　　 2013年８月15日(お盆休み)
　　　　　 10月31日(第5週目)
　　　　　 12月26日(年末)
　　 2014年１月２日(年始)
　　　　　 ３月20日(規定の権利取得による休会)
　　　　　 ５月１日(ゴールデンウイーク)
　 ②例会変更
　　 2013年
　　 ８月29日→８月24日(土)家族親睦移動例会
　　 10月10日→10月11日(金)ＦＲＣ(ホスト東大和ＲＣ)
　　 10月17日→10月16日(水)Ｉ･Ｍ(ホスト福生中央ＲＣ)
　　 12月12日→12月14日(土)クリスマス家族親睦移動例会
　　 2014年
　　 １月９日→１月９日　　新年夜間移動例会
　　 ２月20日→２月19日(水)地区大会(ホスト東京新宿ＲＣ)
　 承認されました。
6. 次回理事会開催日について
　 8月7日(水)分区連絡会開催の為、翌日の8月8日(木)11:30～ 
　 八坂神社応接室に変更
　 承認されました。　

[報告・連絡事項]
●例会昼食業者の継続について
　第1・2・3週　東村山給食センター
　第4週　　　　こせがわ
　継続依頼
●令夫人お誕生祝い生花業者の変更
　有限会社フラワーボーイインターナショナルに変更
●広沢智紀さん卓話について
　7月25日卓話予定
●特別会費徴収の件
　今年度は特別会費の徴収はしない
　(累計額が25万円になっているため)
●国際友好協会活動費寄贈の件
　3万円寄贈(7月4日例会にて)
●規定審議会で決議された変更事項　
　変更された事項に基づき今年度クラブ概況の作成を
　行う
●新旧会長幹事、激励・慰労の会について
　7月4日、夜6時30分～あづまにて　26名参加予定
●家族親睦移動例会について
　8月24日(土)　スカイツリー鑑賞＆食事
　　　　　　　 食事の内容は未定

各理事・役員に報告・通達されました。


