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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2270回例会 2013.7.11

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 ■会長報告 野村会長

　皆様こんにちは。先週の｢新旧会長・幹事慰労激励
会｣ご出席有難うございました。名誉会員の細渕様も
参加していただき盛会でした。また今日は、山田様、
松村様、髙木様ようこそお越しくださいました。そ
して、有難いお言葉を頂戴し、誠に有難うございます。
　先日樺澤Ｒ財団委員長・幹事とで地区セミナーに
出席して参りました。
　猛暑日が連日続いていますが、体調は如何ですか？
外出や趣味でお百姓さんをしている会員もいらっし
ゃるかと思いますが、熱中症には充分お気を付けく
ださい。先日7月6日(土)東村山市教育委員会教育部
国体推進室よりのスポーツ祭2013東村山市実行委員
会主催の｢みんなで創る みんなのスポーツ祭｣カウン
トダウンイベントに参加して参りました。会場は、
東村山市民スポーツセンターで行われ、市内の小学生・
中学生保護者の方々で、当日はごった返していました。
競技としては、国体時開催種目のバスケットボール(本
大会では女子で1回戦から決勝まで10月4～7日)東海
大学×拓殖大学を観戦しました。目の前で躍動する
選手を見ていると、思わず自分の体も反応して、力
が入ってしまうのを久しぶりに体験しました。それ
ともう一つデモンストレーションとしてのスポーツ
行事であるティーボールも観て来ました。スペシャ
ルゲストとして、元中日ドラゴンズの谷沢健一さん
が子供達にバッティングの指導をしていました。子
供達は男の子も女の子も実に楽しそうにバットを振
り回して大喜びの表情でした。駐車場では、国体の
グッズや中華料理の彩雅さんの黒焼きそば等お楽し
みコーナーもあり、来場した方は楽しめたのではな
いかと思います。ちなみに私の会社でベットメイク

■点鐘：野村会長

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣
◆ソングリーダー：
　野澤会員

■お客様紹介：
　當麻パスト会長

◆ゲスト：
　パストガバナー補佐
　山田宗孝様

◆ゲスト：
　直前分区幹事
　松村博文様

◆ゲスト：
　東京東大和ＲＣ会長
　髙木裕様
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■出席報告 北久保例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 21 0 6 77.78
■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：リスボン国際大会
　樺澤会員：リスボン国際大会
　金子会員：理事会
　北久保会員：東京東大和ＲＣ
　小町会員：東京小平ＲＣ
　中丸会員：リスボン国際大会
　野村会長：リスボン国際大会
　野崎会員：地区米山奨学会
　野澤会員：東京東大和ＲＣ
　當麻会員：東京東大和ＲＣ
　戸澤会員：リスボン国際大会
　漆原会員：清瀬ＲＣ
　山本会員：リスボン国際大会

■幹事報告 石山幹事

■ガバナー事務所：
・地区大会に関する事前連絡
　(案)2014年2月18日(火)　16:00～会長･幹事会
　　　　　　　　　　　　 18:00～ＲＩ会長代理晩餐会
　　　2014年2月19日(水)　11:00～新入会員昼食会
　　　　　　　　　　　　 13:00～本会議
　　　　　　　　　　　　 18:00～懇親会
・2016～17年度ガバナーノミニーデジグネート推薦の
　お願いの受理
　締切2013年9月10日(火)必着
　地区指名委員会(ガバナー事務所気付)
　①ガバナー宛のクラブ幹事の正式な推薦書
　②候補者の略歴とロータリー歴
　以上2点を提出のこと
　　参)2013年度規定審議会にて｢ガバナーノミニーデ
　　　 ジグネート｣の肩書きが新設された。
　　  ｢ガバナーノミニーデジグネート｣：24ヶ月以上
　　　　前に選出されるロータリアンのこと

■米山奨学委員会：
　地区米山奨学委員会と懇親会の案内の受理
　2013年8月2日(金)　13:00～執行役員会議
　於　ガバナー事務所会議室

■(財)Ｒ米山記念奨学会：
　2013年度上期普通寄付のお願いについて

■社会奉仕委員会：
　地区社会奉仕委員会＆暑気払い開催の案内の受理
　8月2日(金)　18:30～
　於　ブラッスリー ラ･ムジカ

■インターアクト提唱クラブ：
　2013～14年度第50回インターアクト年次大会参加登
　録再度のお願いについて
　2013年8月4日(日)
　於　浅草ビューホテル
　テーマ　｢Think globally Act locally｣～インター
　　　　　アクトの原点に戻って

■ロータリー財団委員会：
　11月ロータリー財団月間について
　卓話依頼書の受理

■東京東村山ＲＣ：
　第2回多摩分区連絡会の案内について
　2013年8月7日(水)　16:30～
　於　八坂神社　例会場

■回覧：東京小平ＲＣ週報

■スポーツ祭東京2013東村山市実行委員会：
　東日本大震災復興支援　スポーツ祭東京2013(第68回
　国民体育大会)総合開会式と閉会式の案内の受理
　開会式　9月28日(土)
　閉会式　10月8日(火)　両日とも味の素スタジアム

■例会変更：
　東京城東ＲＣ　8月12日(月)→休会　他

嶋田パスト会長■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　野澤会員(18回目)

をしている女性の娘さんがマスコットキャラクター
の｢ゆりーと｣の周辺で一生懸命踊っていて、何とも
ほほえましい光景でした。
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■戸澤社会奉仕委員長

■樺澤ロータリー財団
　委員長

■委員長報告

◆細 渕 様：中丸会長、赤木幹事さん、一年間大変ご
　　　　　　苦労様でした。今年度は野村会長、石山
　　　　　　幹事で複雑極まりない世界の中ですが、
　　　　　　ロータリー精神で頑張って下さい。(7/4分)
◆パストガバナー補佐山田様、直前分区幹事松村様：
　　　　　　一年間大変お世話になりありがとうござ
　　　　　　いました。
◆髙 木 様：本日は新年度のスタートにあたり、ご挨
　　　　　　拶に伺いました。辰井幹事共々一年間よ
　　　　　　ろしくお願い致します。
◆中丸会員：山田パストガバナー補佐、松村地区前分
　　　　　　区幹事、髙木会長、本日はようこそお越
　　　　　　し下さいました。そして一年間大変あり
　　　　　　がとうございました。今後ともよろしく
　　　　　　お願い致します。
◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　パストガバナー補佐山田様、地区前分区
　　　　　　幹事松村様、一年間大変お疲れ様でした｡
　　　　　　東大和ロータリークラブ髙木会長ようこ
　　　　　　そお越し下さいました。
◆當麻会員：山田パストガバナー補佐、松村前分区幹
　　　　　　事、一年間ありがとうございました。髙
　　　　　　木東大和会長、一年間頑張ってください｡
◆樺澤会員：山田様、松村様、ご指導ありがとうござ
　　　　　　いました。山田様にはリスボン退会にて
　　　　　　大変お世話になりました。
◆野澤会員：山田パストガバナー補佐、前分区幹事、
　　　　　　お暑いところようこそいらっしゃいまし
　　　　　　た。髙木会長、過日の第1例会にお伺い
　　　　　　し、温かくもてなして下さりありがとう
　　　　　　ございました。
◆山本会員：山田パストガバナー補佐、松村地区前分
　　　　　　区幹事、髙木会長ようこそいらっしゃい
　　　　　　ました。前期中は大変お世話になりあり
　　　　　　がとうございました。本年度もよろしく
　　　　　　お願い致します。
◆戸澤会員：山田さん、松村さん、一年間お疲れ様で
　　　　　　した。また、髙木さん、今年度会長頑張っ
　　　　　　て下さい。リスボンの写真ありがとうご
　　　　　　ざいました。
◆田中会員：山田様、松村様、一年間お疲れ様でした｡
　　　　　　髙木会長、新会長おめでとうございます｡
　　　　　　心よりおよろこび申し上げます。先週御
　　　　　　社コンペでベスグロの38-38。頑張りま
　　　　　　した。たくさんの果物ありがとう。
◆隅屋会員、金子会員、相羽会員：
　　　　　　野村会長、写真ありがとうございました｡

本日のニコニコ合計：   66,000円
　　累　　　計　　：  166,000円

　ホテル新宿ハイアットリージェンシー東京で社会奉
仕委員長会議に出席して参りました。今年度社会奉仕
委員長の戸澤です。
　藤本誠一委員長の挨拶、吉田ガバナーの挨拶のあと、
2580地区の71クラブからの社会奉仕アンケートを集計
した中から、6クラブの社会奉仕活動の報告がありまし
た。(資料回覧します)
　ロータリー希望の風奨学金について上野パストガバ
ナーから説明があり、その後、6クラブのテーマ別ディ
スカッションを30分間でやりました。我々のテーブル
は職場体験についてディスカッションを行い、それぞ
れグループ別に発表をして終了しました。
　会議がしっかり3時間やり、その後懇親会になり、司
会進行は石川副委員長が進めて余興は石川太郎のハー
モニカ演奏、いつものブルースは2曲だけにして、京都
で勉強したという三味線の替わりにハーモニカでどど
いつと小噺、これがバカ受けでした。拍手喝采でアン
コールとなり、30分間一人舞台でした。お疲れ様でした。

　一昨日の7月9日(火)に会長及び幹事さんのお供でロ
ータリー財団セミナーに出席して参りました。
　最初にパストガバナーの淺川委員長としてロータリ
ー財団の歴史と概要について次のようなご説明があり
ました。
　まず、1916年-17年度の国際ロータリークラブ連合会
会長で、ロータリー財団の創設者である、アーチ･Ｃ･
クランプ氏の紹介があり、1917年アトランタにおける
国際大会で、｢ロータリーが基金をつくり、全世界的な
規模で、慈善、教育、その他、社会奉仕の分野で、何
か良いことをしようではないか｣と提案し、これが採択
されたことで、その年にライオンズクラブ国際協会が
創設されるなどの社会的背景があったようです。
　しかしながら、寄付はなかなか寄せられず、1919年
に最初の補助金500ドルは国際障害児協会にて贈呈され
たとのことでした。1947年1月にポール･Ｐ･ハリスさん
が亡くなられると、世界各国のロータリアンからロー
タリーの創設者の死を悼み、1978年の7月までに130万
ドルの寄付が寄せられ、1947年に最初の財団プログラ
ムとして高等研究奨学金が実現し、これが国際親善奨
学金と発展し、さらに、地区補助金奨学金とグローバ
ル補助金奨学金となったとのことです。
　そして、ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、
健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済
することを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき
るようにすることです。と改めて説明があり、ロータ
リアンの皆様の浄財がどのように利用されているかを、
また、財団の運営費は皆様からの寄付金の運用益で賄い、
皆様の浄財は全て奉仕活動に使用されていることをご
理解して頂き、｢毎年あなたも100ドルを。｣といわれて
いるとおり、会員平均が150ドルを目標として、少なく
とも一人最低100ドル寄付をお願いするようにとのこと
でした。
　最後に、｢非営利組織であるロータリー財団は、ロー
タリアンをはじめ、より良い世界を築こうというビジ
ョンを共有する財団支援者の方々からの自発的な寄付
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■クラブ協議会(クラブ運営について)

◆活動方針
　第47代野村会長は、多くの諸先輩たちが築いて来ら
れた伝統と由緒あるクラブを更に飛躍させるために、｢話
と和で輪を広げロータリーをもっと身近に｣をテーマと
しました。
　ロータリークラブは幅広い年齢層又多種多様の職業
人の集まりです。だからこそ調和の取れたクラブ運営
が大切になります。これを実現するために炉辺会合・
夜間例会及びゴルフ・歩こう会等の親睦行事を通じ楽
しく、活気ある例会を目指します。

◆会長の五大方針
　①例会出席・ロータリーの友購読の奨励。
　②夜間例会の実施と、充実した炉辺会合の開催。
　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。
　④会員増強は会員相互の情報を基に純増5名を目指す。
　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。
この方針達成のため魅力あるメンバーと、楽しい委員
会活動、クラブ運営が行える様努力していきたい。

■赤木クラブ奉仕委員長
　代読：石山幹事

☆活動方針
　1. 委員全員でのスムーズな例会設営準備、例会運営
　　 を行う。
　2. 会長方針に有る｢例会出席は当たり前｣の熱い気持
　　 ちをクラブメンバーに伝え、出席率向上及び、欠
　　 席者のメークアップのお願いを行う。
　3. 明るく、清潔感があり、楽しく、活発なる例会の
　　 中にも、厳粛成る私語の無い他クラブのお手本と
　　 成る例会を目指す。

☆事業計画
　1. 大所帯の委員会のため、各委員の仕事の分担及び
　　 出欠表を作成し、円滑な委員会活動を行って行き
　　 たい。
　2. 出席率向上の為に、クラブメンバーに例会への出
　　 席の呼び掛けと、メークアップのお願い等を行う。
　3. 委員会メンバー全員が司会進行を行えるように努
　　 力する。

■山本例会運営委員長

　米山奨学委員会について。8月2日(金)13:00～懇親会
の案内が野崎地区委員に渡っています。
　2013年度上期財団・地区奉仕委員会・社会奉仕委員
会の暑気払いの案内が山本委員長に廻っています。
　ロータリー月間卓話が11月にあります。
　東村山ロータリー第2回多摩分区会が8月7日(火)16:30
から八坂神社にて開催されます。皆様設営の応援宜し
くお願いします。

■村越プログラム委員長
　代読：石山幹事

のみに支えられています。ご寄付は、ロータリー財団
の補助金となり、助けを必要とする地域社会に持続可
能な変化をもたらす活動に役立てられていることを知
っていただきたい。｣とのことでした。
　次いで、地区補助金委員長から、｢未来の夢計画の新
補助金制度・財団補助金について｣の説明がありました。
　特に、未来の夢計画の目的について、プログラムと
運営を簡素化することなど、また、新補助金制度として、
｢グローバル補助金｣、｢地区補助金｣及び｢パッケージ／
グラント｣について説明があり、特に、2014-15年度財
団補助金の申請受付が今年の9月30日であること、地区
補助金の留意点として、｢プロジェクトの基本理念｣、｢建
設について｣、｢新世代のプログラムの支援｣、｢他団体
について｣、｢イベント｣など適、不適について説明があ
りました。
　次に、地区ロータリー財団委員長から、｢ロータリー
平和フェローシップ｣に関する説明がありました。
　さらに、ポリオ撲滅にゲイツ財団の協力について映
像で説明があり、引き続き、地区ポリオ・プラス委員
長から、｢ポリオ・プラス・プログラム｣とその成果に
ついて説明があり、｢ナイジェリア、パキスタン及びア
フガニスタン｣の3カ国を除く全ての国での野生株のポ
リオ・ウィルスの感染は絶たれたとの説明がありました。
　次いで、地区資金推進委員長から｢ロータリー財団へ
の寄付について｣として、各クラブの前年度の実績につ
いて説明がありました。
　最後に、11月のロータリー財団月間について、卓話
者のご希望があれば、8月31日までに申し込まれるよう
にとのことでした。
　以上駆け足でしたが、ロータリー財団セミナーの報
告とさせて頂きます。

　こんにちは。委員長を仰せつかりました田中です。
責任の重さ、ゴルフに例えると1番ホールでティーショ
ットを打つ前、楽しみと不安な気持ちが入り混じって
いる心境です。副委員長に野村裕夫さん、委員に隅屋
会員、小町前会長さん、相羽会員、山宮会員、頼もし
い大先輩方に支えられ一年間東村山ロータリークラブ
の大発展に寄与できますよう、皆様心を一つにして盛
り上げていきましょう。

■田中クラブ管理委員長
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■閉会点鐘：野村会長

　上期に、1人1名の紹介があれば、一年間に30名の増
員になります。死ぬ気で皆様頑張って下さい。よろし
くお願いします。

　本年度、会員研修委員会は三年委員会と言うことで
中丸直前会長に副委員長、山本パスト会長に委員と3名
で担当させていただきます。委員会はロータリー情報
と雑誌を担当し会員にロータリーの情報を提供するこ
とです。メイン事業は｢ロータリーの友｣をおおいに読
み利用して頂くために毎月初めの例会に記事内容を中
丸副委員長に紹介をお願いしています。そして新入会
員のためのオリエンテーションと会員の研修会をロー
タリーに精通した会員に講師をお願いして実施します。
ここで他クラブを訪問しての感想です。
　久しぶりに旧知の人が多い東京小平ＲＣの年度はじ
めの例会にメークアップとしていってきました。我ク
ラブと同じ30名のスタートでしたが同期の会長と友人
が退会されちょっとさみしい感でした。会長も会員拡
大を強調していました。去っていく人の思いはいろい
ろですが、ロータリーは性格も違う人達ですが職業倫
理を重んじる心を同じくするものの集まりです。豊か
な人生を送る為の道場だと思います。楽しい例会にな
るよう研修委員会もがんばります。

■當麻会員増強委員長

■小町会員研修委員長

☆活動方針
　　野村会長の｢話と和で輪を広げ　ロータリーをもっ
　と身近に｣“事にあたろう”のテーマのもと、楽しく
　魅力あるクラブ運営を行うため、親睦・会報・広報
　の三部門を効果的に運営して取り組んでまいります。

☆事業計画
　1. 会員及びご家族に楽しんで頂けるような親睦活動
　　 に努めます。
　2. 例会の概況を正確に伝えられる会報の作成に努め
　　 ます。
　3. 各委員会との連携による委員会情報の伝達に努め
　　 ます。
　4. 国際奉仕委員会と協力して、より多くの会員の世
　　 界大会への参加をお願いし、親睦活動を通して国
　　 際交流を深めてまいります。
　ロータリークラブに入会して足掛け8年目です。入会
してから多くの事を学ばせて頂いています。ロータリ
ークラブでは出席と親睦が大切である。先日の夜間例
会での嶋田大先輩のお言葉でまた一つ、ロータリーク
ラブの基本は職業奉仕である。私自身厳しい環境の中
最前線で働いています。改めて最前線で働ける喜び、
社会に貢献していける環境に居られる喜びを感謝して｢職
場｣｢地域｣に恩返し、｢社会｣に恩返し、｢ロータリーク
ラブ｣に恩返ししたいと思います。
　私、最近誇りに思っていることがあります。それは
入会の動機です。目時増強委員長さんはじめ、大勢の
皆様に誘われました。一度だけ例会に出席、義理を果
たしお誘いを断るつもりでした。中国からの米山留学
生の卓話、｢今、中国で頑張っていられる今日があるの
は東村山ロータリークラブの皆様のお陰です。生涯恩
を忘れず中国と日本の懸け橋として頑張っていきます。｣
まさにロータリークラブの原点、活動を見させて頂き
ました。
　人材の育成。これこそが大切です。ロータリークラ
ブは地域の灯台です。皆が見ていられると思います。
立川ＲＣ50周年、清水市長、立川は元気です。政治経
済を支えて頂いている。ＲＣの皆様のお陰ですと、一
日一日を一回一回の例会を大切にして会員の皆様の思
いを満天下に示していきましょう。以上です。
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石山　　敬

樺澤　　襄

金子　哲男
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目時　俊一

村越　政光
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野村　裕夫

隅屋　宜一
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