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みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：
北久保例会運営委員

■お客様紹介：
目時パスト会長

■会長継承式：
野村直前会長→赤木会長

■幹事継承式：
石山直前幹事→田中幹事

◆ゲスト：
東京青梅ＲＣ
多摩分区ガバナー補佐
数野国明様

◆ゲスト：
東京青梅ＲＣ
多摩分区幹事
小峰博昭様

■入会予定者紹介：田中幹事

■点鐘：赤木会長
■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

■例会日／毎週木曜日 12:30〜13:30
■例会場／八坂神社 社務所

〒189‑0013 東京都東村山市栄町3‑35‑1

◆入会予定者：
(有)カワカミ
代表取締役社長
川上和也様

■会長報告

■クラブ管理委員会／飯田

赤木会長

能士

■事務所／〒189‑0013
東京都東村山市栄町3‑5‑1ハイツむさしの101
TEL 042‑393‑7500
FAX 042‑395‑1166

本日は、大変お忙しい中、青梅ロータリークラブ
の数野ガバナー補佐・小峰分区幹事おいで頂きまして、
大変有難うございます。又、入会予定者の川上様よ
うこそおいで下さいました。ロータリークラブ例会
の雰因気を感じて頂ければと思います。
ロータリアンは皆心の優しい人です。決してプレ
ッシャーはお掛けいたしません。ロータリアンと一
緒に楽しいロータリーライフを送りましょう。会員
皆でお待ちしております。
さて、本日より新年度がスタート致しました。今、
国税の査察調査立会い以上の緊張をしております。
この一年間、田中幹事とホールインワン、アルバ
トロスとかは狙いません。刻んで刻んで確実にパー
狙いの会務運営を行います。どうぞ宜しくお願い申
し上げます。

■幹事報告

田中幹事

■ガバナー事務所：
・2013〜14年度ＤＤＦ報告について
ＤＤＦ(地区財団活動資金)の収支報告の受理
・2015〜16年度地区補助金プロジェクト申請受付開
始について
2015〜16年度地区補助金プロジェクト申請の募集
期間
→2014年7月1日〜9月30日
郵送・FAX・メールいずれでも可
・2015〜16年度ロータリー財団奨学生の募集開始に
ついて
地区ウェブサイトにて2015〜16年度ロータリー財
団奨学生を募集
窓口はガバナー事務所/応募希望者にはガバナー事
務所へ連絡する旨を説明する事。

2014年7月31日(木) 18:00点鐘
於 フォレスト・イン昭和館
■アドレス変更：
東京葛飾東ＲＣ新メールアドレス
｢office@katsushikahigashi‑rc.org｣
■例会変更：
・所沢中央ＲＣ
7/21(月)→例会取消 他
・東京ワセダＲＣ 7/30(水)→休会 他
・東京武蔵野ＲＣ 7/29(火)→夜間例会 他
・東京江戸川中央ＲＣ 7/10(木)→夜間例会

他

■回覧：
・2013〜14年度2580地区ローターアクト5･6月活動報告
・バギオだより
・福島こらんしょプロジェクト
・所沢中央ＲＣ週報

■出席報告

在籍会員数

出

席

27 26

石山例会運営委員

免

除

0

欠

席

1

出席率

96.30

■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：85.71％
■前々会メークアップ者：
中丸会員：地区委員長会議

■ニコニコＢＯＸ

西河クラブ管理委員

■国際ロータリー日本事務局：
2014年7月国際ロータリー半期報告書と請求書につ
いて
出来る限りオンラインにて報告が望ましい→手続
き中です
■クラブ奉仕委員会：
・2014〜15年度会員増強アンケートについて
クラブより1名回答・締切7月25日
・2014〜15年度版卓話者リストの受理

■会員誕生祝月：
北久保会員

■令夫人誕生祝月：
赤木会長、村田会員
北久保会員、樺澤会員
隅屋会員

■(財)ロータリーの友事務所：
｢ロータリーの友｣電子版について
｢ロータリーの友｣ホームページにアクセス
→ＩＤ：rotary パスワード：rotary
■東京福生ロータリークラブ：
夜間例会〜合併を祝う会〜直前会長・幹事慰労会
の案内の受理

東京東村山ロータリークラブ

◆数野ガバナー補佐、小峰分区幹事：
皆様、1年間どうぞよろしくお願いいた
します。
◆當麻会員：父の葬儀・告別式には誠にありがとうご
ざいました。赤木会長、田中幹事、頑張っ
て下さい。野村直前会長、石山直前幹事、
ご苦労様でした。数野ガバナー補佐、小
峰分区幹事、1年間よろしくお願いします。
◆細 渕 様：赤木会長、田中幹事、これからの一年間
のご活躍と御健闘をお祈り致します。
◆赤木会長、田中幹事：
多摩分区ガバナー補佐数野様、分区幹事、
大変お忙しい中有難うございます。入会
予定者の川上様、ようこそおいで下さい
ました。会員の皆様、これからの1年間、
ご指導、ご支援宜しくお願い致します。
◆目時会員：数野ガバナー補佐、小峰幹事、一年間頑
張って下さい。ご指導よろしくお願いし
ます。
◆嶋田会員：赤木会長、田中幹事、一年間よろしくお
願い致します。数野ガバナー補佐、小峰
分区幹事、ようこそ。一年間よろしくご
指導をお願い致します。
◆戸澤会員：数野ガバナー補佐、小峰分区幹事、赤木
会長、田中幹事、1年間ご苦労様です。
又、川上さん、入会お待ちしています。
◆相羽会員：野村直前会長、石山直前幹事、1年間あ
りがとうございました。赤木会長、田中
幹事、これからの一年間宜しくおねがい
します。
◆金子会員：赤木会長、田中幹事、健康に留意されて
1年間よろしくお願いします。みんなで協
力して明るいロータリークラブにしまし
ょう。
◆中丸会員：赤木会長、田中幹事、一年間宜しくお願
いします。頑張って下さい。私が会長の
時、赤木さんには幹事として大変お世話
になりましたので大ニコを入れます。数
野ガバナー補佐、小峰分区幹事ようこそ
お越し下さいました。野村直前会長、石
山直前幹事、一年間ご苦労様でした。
◆野村直前会長：
遅刻して申し訳ありません。ホテルシス
テムがうまく働かなくて大騒ぎしており
ました。赤木新会長、田中幹事、1年間
宜しくお願いします。数野ガバナー補佐、
小峰分区幹事、ようこそおいで下さいま
した。
◆野澤会員：野村直前会長、石山直前幹事、一年間大
変ご苦労様でした。特に石山さん、大き
く成長されましたね。今年度、赤木会長、
田中幹事、一年間楽しいクラブ運営よろ
しくお願いします。併せて数野ガバナー
補佐、小峰分区幹事、ようこそおいで下
さいました。一年間、ご指導よろしくお
願いします。
◆町田会員：数野ガバナー補佐、小峰分区幹事、本日
はようこそいらっしゃいました。一年間
頑張って下さい。赤木・田中丸、一年の
舵取りよろしく。
◆山本会員：数野ガバナー補佐、小峰分区幹事、連日
の訪問ご苦労様です。1年間よろしくお

願い致します。川上さん、ようこそいら
っしゃいました。入会お待ちします。
◆樺澤会員：ガバナー補佐・数野国明様、分区幹事・
小峰博昭様、よろしくご指導ください。
赤木会長、田中幹事様、ご健勝でご活躍
を祈念致します。
◆目時会員：赤木会長、田中幹事、一年間頑張って下
さい。
◆小町会員：数野ガバナー補佐、小峰分区幹事、一年
間よろしくお願いします。小峰さんとは
同期の会長です。頑張って下さい。赤木
会長、田中幹事、体調に気をつけて一年
間頑張って下さい。
◆野崎会員：数野ガバナー補佐、小峰分区幹事、初例
会よりの出席ありがとうございます。一
年間よろしくお願いします。赤木会長、
田中幹事、1年間張り切ってお願いします。
◆村田会員：赤木会長、田中幹事、今年度力を合わせ
て頑張って下さい。
◆隅屋会員：今年も八坂神社野口宮司のお祓いを戴き
まして一年間頑張れます。
◆北久保会員：
数野様、小峰様、本日はご来臨ありがと
うございます。川上様、ご入会お待ちし
ています。例会運営がんばります。

本日のニコニコ合計：
累
計
：

117,000円
117,000円

■委員長報告
■前相羽国際奉仕委員長

■野澤例会運営委員長

■飯田クラブ管理委員長

東京東村山ロータリークラブ

■クラブ協議会
■赤木新会長

皆さん今日は。前会長の野村さんからのバトンを受け、
本年度東村山ロータリークラブの会長を仰せつかりま
した赤木でございます。初めに前年度の会長としてご
活躍頂きました野村さん、1年間大変お疲れ様でした。
又、色々とご指導を頂きまして誠に有難うございました。
第48代会長として、ロータリアンの皆さん、相羽副会長、
田中幹事、理事の皆さん、そして委員長の皆さんのご
協力を頂戴するとともに、事務局の菱沼さんのお力も
拝借し、しっかりと努めて参りたいと思っております。
微力な私ですので何卒よろしくご協力をお願い申し上
げます。
さて、東村山ロータリークラブは、昭和42年2月23日
創立以来既に48年目に向け歩み始めております。そし
て再来年、平成28年2月23日には創立50年を迎えます。
この歴史・伝統が築かれて来ましたのは多くの先輩会
員の並々ならぬご努力の賜物であると思います。その
クラブを背負う責任の重さを今感じております。又、
クラブの歴史に恥じないクラブ運営、そして50周年に
向けて本年度のＲＩテーマであります｢ロ―タリーに輝
きを｣から｢輝きのあるクラブ｣を目指し、最善を尽くし
て参りたいと考えております。
ロータリークラブは異なる職業人の集まりです。又、
幅広い年齢層で構成されております。ですから魅力が
あるのです。しかし、クラブ内部の調和、団結は会員
一人一人お互いをよく理解しなければ成せるものでは
ありません。それには会員同志多いに語り、想いを意
志に、意志を言葉に、言葉を実践に、実践から新たな
奉仕の喜びを見出そうということで本年度のテーマを｢み
んなで熱く語ろうロータリーを｣と致しました。そして
本年度の活動方針を次の通り定めました。
1.親睦活動・会員卓話を充実し活気ある例会、そして
ロータリーを楽もう。
親睦例会、親睦旅行、歩こう会、ゴルフ部に積極的
に参加しよう。例会は参加しやすい例会を念頭に夜
間例会を増やします。又、会員卓話を充実し経験や
個性あふれる多様な友人との友情の輪を広げて行こう。
そしてその広がりでクラブの確固たる組織力を作ろう。
1.継続的な奉仕活動を検討するプロジェクトチームの
立上げ。
現在クラブでの対外奉仕活動は、各委員会で単年度
の事業計画に沿って行われておりますが、これでは
我がクラブならではの長期に渡る奉仕活動(東村山ロ
ータリークラブの奉仕活動と言えば××だよねと言
われるような活動)が出来ないと思いますので、一つ
の委員会にとらわれることなく、特別なプロジェク
トチームを立ち上げたいと思います。当面の目標は
創立50周年の地区補助金事業と考えております。
1.地域の行事に積極的に参加し、地域社会に幅広い広
報活動を行います。

1.会員増強は純増5名を目差します。
この2つの活動方針は関連しておりますので併せて説
明いたします。
大変残念な事ですが、本年度スタート時の在籍会員
は昨年より3名減った27名でスタートいたします。さ
らに長年に渡るクラブ会員数の減少により、クラブ
の繰越金も大幅に減額し、事業予算も大幅に減額し
なければなりません。これが当クラブの現状です。
今、どこのクラブも会員増強は最重要課題であります。
新しい仲間の輪を広げる為にも地域の行事に参加し、
ロータリークラブのＰＲに努めると共に、地域への奉
仕活動もカネ・モノ中心の支援だけでなく、ロータリ
アン自らが現場へ出向き奉仕活動を実施する。人・時
間の支援も重要な手段と考えております。これもロー
タリーのＰＲ、しいては会員の維持、拡大に結びつく
ものと考えております。会員増強活動は、クラブ会員
全員が増強委員として会員増強にご協力をお願いする
と共に、炉辺会合を通じて情報交換の場を多く設けた
いと考えております。以上の活動方針をこの一年間東
村山ロータリークラブのらしさを求めて幹事共々元気
に明るく推進してまいります。
最後となりますが、本年度一年ロータリアンの皆さ
んのお知恵とお力をお借りし、会長としての務めを全
うし、東村山ロータリークラブが長きに渡って築いて
参りました無形の財産と共に50年に向け進んで参りた
いと思っております。どうぞこの一年田中幹事共々会
員皆様のご指導宜しくお願い申し上げます。

■田中新幹事

こんにちは。2014〜2015年東京東村山ＲＣ幹事を指
名されました。私で良いのだろうかと、不安の気持ち
で一杯です。
赤木会長、当クラブの会員の皆様に対して感謝の気
持ちと奉仕の心で精一杯務めさせていただきます。
赤木会長の今年度のテーマ｢皆で熱く語ろうロータリ
ーを｣私にとってもぴったりのテーマだと思います。
今、ロータリークラブも会員減少の流れが止まらな
いのではと、危機感を持っています。いろいろな原因
が考えられますが、ロータリーの原点・利他の心を養い・
人を育てるとともに・献身的な奉仕活動を行う・世界
的な団体です。常に原点を忘れず自分自身を磨いてい
くことだと思います。私は55歳、8年前に入会させて頂
きました。ロータリーの事は詳しくは知りませんでした。
周りから聞いていたのはお金持ちの集まり、昼間例会、
毎週、暇人の集まりなんだろう、その程度でした。相
羽会員、当時の目時増強委員長、他、熱心に誘われま
した。入会するなんて全然考えていませんでした。3〜
4回食事に誘われ割り勘で支払おうとすると、あなたは
いいんだからと言われ、困った困ったと思いました。
このまま断ったら悪いなと思い、一回だけ例会に出て
お断りしようと思いました。米山奨学生中国の生徒の
卓話でした。今中国に帰って頑張っています。今日あ
るのは東村山ＲＣの皆様のおかげだと恩を忘れず、中
国と日本の架け橋として頑張っていきます。聞いていて、
鳥肌が立つほど感動し自分からロータリーに入りたい

東京東村山ロータリークラブ

と思いました。入会してから1年くらいは場違いのとこ
ろにきてしまったと思ったこともありました。しかし、
2年後3年後週報の手伝いをし、毎週4時間かけてのテー
プおこし、そのおかげでロータリーの内容を多々勉強
できました。
日本にロータリーが発足したとき例会の出席、親睦
もままならない、そんな時、関東大震災、アメリカの
Ｒ1より50億の義援金が送られてきて病院の建設、学校
の建設等、復興に寄与されました。その後日本のロー
タリークラブが大発展したことを樺澤パスト会長より
学ばせて頂きました。
立川ＲＣの50周年事業で清水市長の話の中で今、立
川は元気である。それは立川ＲＣの皆様のおかげであ
りますと称えておられました。入会した時と同じよう
に鳥肌が立ち感動しました。またインドでの婦人の話、
住むところもなく、困窮しているときロータリーの活
動でシェルター提供をうけ将来に向けての希望を持て
るようになった。ロータリアンの人に向かって泣いて
いられたあなた方は私の事は知らないでしょうけど、
あなたたちのおかげで生きていけるようになったと感
謝された。
ロータリークラブはそんな活動をしていると知りま
した。東村山は人材の宝庫です。素晴らしい大先輩の
おかげです。少しでも自身を磨き先輩の皆様に恩返し
したいと思っています。会員の皆様お一人お一人を大
切に思い東村山ＲＣ大発展できるように頑張ります。
長いようで短い一年です。スタートダッシュが大切です。
団結心を一つにして50周年に向けて頑張りましょう。
理事・役員・会員の皆様どうぞよろしくお願いします。

■初めに開会の挨拶：
相羽クラブ奉仕委員長

■閉会点鐘：野村会長

■赤木新会長から
野村直前会長へ

■新旧会長・幹事慰労激励会

■名誉会員の挨拶：
前東村山市長
細渕一男様

■直前会長・幹事へ記念品の贈呈

野村直前会長、石山直前幹事一年間お疲れ様で
した

■田中新幹事から
石山直前幹事へ

■赤木新会長､田中新幹事激励の花束贈呈

■日時：7月3日(木) 18時30分
■場所：あずま(会費10000円)
■新旧会長・幹事

■花束贈呈：
野村直前会長から
赤木新会長へ

■花束贈呈：
石山直前幹事から
田中新幹事へ

■御礼の挨拶：
野村直前会長

■司会：
飯田クラブ管理委員長

■御礼の挨拶：
石山直前幹事

東京東村山ロータリークラブ

■抱負挨拶：赤木新会長

■第1回(7月度)理事･役員会
2014年7月2日(水)
於 たきび 19:00〜
出席者：赤木会長・田中幹事・野村直前会長・中丸
会員・金子会員・山本会員・飯田会員・北
久保会員・相羽会員・菱沼事務局

■抱負挨拶：田中新幹事

【議
題】
1.6月の収支明細報告について
→決算報告を金子会員から受け全員一致にて承
認されました
2.2014年〜15年度予算案について
→全員一致にて承認されました

■懇親会(二次会)
■19時〜20時45分(21時〜22時30分)
■乾杯の挨拶：
目時パストガバナー補佐

3.名誉会員(継承)について
→今まで通り継承されました
4.ガバナー公式訪問について
→赤木会長より当日の流れの説明
クラブ協議会の内容説明を頂きました
7月31日 11月15分〜12時15分 クラブ協議会
12時30分〜例会となります
5.創立50周年に向けての事業計画
→委員会の立ち上げ(来月までに立ち上げたらどう
か？)
過去の例を参考にして次回までに方向性を出し
ます(赤木会長より)
6.インターアクト未提唱クラブの協力金について
→未提唱クラブ3万円の協力金依頼を受け承認(前
年度も同額を納めている)
7.｢心の東京革命｣継続支援と賛助会費について
→賛助会費1万円(前年度も同額を継承事業という
ことで賛助金を納めています)
8.例会変更(休会・振替)について
→現時点別紙の通り予定していますので継承をお
願いいたします(承認されました)
9.特別会費について
→赤木会長より今年度は、予算減のため特別会費
を5000円徴収いたします
例会で説明(7月3日)

■挨拶・締め：
嶋田パスト会長

10.その他
→3名の退会の申し出(神﨑会員・五十嵐会員・漆
原会員)現在27名
→8月の理事・役員会開催日について
(8月6日(水)第二回多摩分区連絡会です)
→国際友好協会30000円の依頼
事前の手続きが出来ていないため審議となり正
式依頼を受けてから決定とします
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