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みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

ガバナー公式訪問
■クラブ協議会

豊かな開放的な素晴らしい例会場です。
本日の例会で皆様のお話を伺って参考にさせて頂
き私のほうからも何か参考になればと思います。今
日は、よろしくお願い致します。

■第2580地区幹事：
吉田秀得幹事

本日は、こちらにお邪魔させていただきまして皆
様のお話をお伺いして勉強をさせて頂きたいと思い
ます。幹事の役目として各クラブが活発な奉仕活動
が出来るような地区としての環境づくりに励んでい
きたいと思っていますので皆様よろしくお願い致し
ます。

■司会：田中幹事

■第2580地区
ガバナー挨拶：
鈴木孝雄ガバナー

皆様お早うございます。東京池袋から来ました。
私たちの例会場は、メトロポリタンホテルで窓がな
く閉鎖的ですが東村山ロータリークラブは、大変緑

■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

■クラブ奉仕員会：
相羽正委員長

本日は、お忙しい中当クラブ訪問有難うございま
す。今年度、クラブ奉仕委員会委員長を拝命いたし
ました相羽正です。
クラブ奉仕委員会は、5つのクラブ委員会の協力の
もと、盛り上げてゆく所存でございます。
各クラブ委員長を紹介します。例会運営委員会の
北久保隆一委員長・プログラム委員会委員会野崎一
重委員長・クラブ管理委員会飯田能士委員長・会員
増強委員会荻野昇委員長・会員研修委員会中丸繁男
委員長です。
ただ今ご紹介しましたこの5委員会と連携し1年間
よろしくお願い致します。
■クラブ管理委員会／飯田

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

■会員増強委員会：
荻野昇委員長

会員増強の荻野でございます。会員増強は、何が
あっても会員を増やすことです。先週・今週に掛け
て仲間の所に行きました。1人は、再入会を確約しま
した。
もう1人は、友人の9月頃からご飯を食べながら一
度出てみますと仰っていました。
私も入会時は、みな紳士で素晴らしい方々の中で
大変うれしかったです。
あと4〜5人と会う予定です。黒田さん・堀米さ
ん・小島さん・志村さん・土方さん・矢沢さんで
す。矢沢さんは、車屋さん(運送会社)をやっていま
す。多分入会していただけます。皆さんよろしくお
願い致します。

■職業奉仕委員会：
中丸繁男委員長

皆さんこんにちは、本年度職業奉仕委員長を仰せ
つかった中丸です。
学生時代私は、池袋で過ごしました。その頃メト
ロポリタンは、出来ていなかったと思います。副委
員長に戸澤会員・樺澤会員の3名です。2人ともパス
ト会長です。
職業奉仕月間の卓話で数名に6分間の卓話をお願い
します。その後炉辺会合を開催し語り合いたいと思
います。松下幸之助さんの小雑誌を配布します。職
場見学を開催します。
私の考えは職業奉仕とは、自分の仕事に自信をも
って精一杯行う事だと思います。
1年間叱咤激励をお願いいたします。

■社会奉仕委員会：
小町幸生委員長

ガバナーがお見えになる時に東村山の事は良くわ
からない(八坂神社の事は調べてきた)というので東村
山の地図を配布します。
特徴は、緑地・湖(多摩湖)・浄水場があり 鉄道駅
が9つあります。利便性は、良くないです。会員は27
名中5名以外全員東村山に住んでいます。青梅さん
は、神社60以上、東村山は15です。その中心の八坂
神社で例会を行っています。家相学的にも大変よく
北に山を控え川が東西に流れています。

副委員長に嶋田憲三・石山敬の3名です。一年間よ
ろしくお願い致します。
3年先の50周年に向けてプロジェクトを立ち上げま
す。多摩地区の30年後の人口予測で増えるのは、稲
毛・三鷹・東村山の3市しかありません。
ガバナーに3つのお願いがあります。1つ目は、被
災地の被災アンケートを見せて頂いてそれの感想と
今後の対応についてお伺いします。2つ目は、ロータ
リー希望の風の奨学金についてのお話をお伺いした
い。3つめは、ロータリーの推進月間になんで社会奉
仕がないのか？ 以上の3点をお願いいたします。

■国際奉仕委員会：
山本智治委員長

メンバーの紹介です。副委員長に中條会員・委員
に當麻誠会員、ロータリー財団委員会委員長嶋田憲
三会員・副委員長に當麻誠会員・委員に町田清二会
員、皆さんパスト会長です。今年度は、財団委員会
集金のためのデスクを設けています。
米山奨学委員に委員長に中條会員・副委員長に目
時会員・委員に野崎一重の3名です。
国際奉仕委員会は、外国の方と話す機会を多く持
ちます。
サンパウロ国際大会のＤＶＤとアンケートが来ま
した。1年間よろしくお願い致します。

■青少年奉仕委員会：
野村裕夫委員長

メンバーを紹介します。副委員長に町田清二会
員・委員に山本会員の3名です。
内容は、鈴木ガバナー3つめの方針に青少年奉仕活
動があります。ロータリーにとって最も重要な奉仕
だと思います。
赤木会長の方針に地域の行事に積極的に参加し地
域広報活動を行う。継続的な奉仕活動のプロジェク
トチームを作る。
市内の青少年奉仕活動を支援実施します。
新世代月間では、2580地区から卓話をお願いいた
します。

■ご講評・質疑応答：
鈴木孝雄ガバナー

東京東村山ロータリークラブ

皆様の熱いご方針を伺って本当に心強く感じま
す。赤木会長さん今から50周年に向けての会員のご
意見を纏めて計画を立てている大変素晴らしいと思
います。
「みんなで熱く語ろうロータリーを」炉辺などで
是非皆さんでロータリーを熱く語って頂きたいと思
います。例会運営についても固定化させない努力が
伺えます。
新入会員にとっても月に1回或いは、2回程度行っ
ていただきたいと思います。他のクラブを見ると大
変勉強になりますのでメイクアップをお勧めしま
す。再イニシエーションスピーチもお勧めします。
情報交換に最適です。
ガバナー補佐は、研修委員の役目を担っています
ので数野さんに数クラブ集めての研修を実現してい
ただきたいと思います。
会員増強10名の増強(女性会員の入会)に向けて継続
的に是非頑張って下さい。
ロータリーの友の購読をお願い致します。ロータ
リーには、購読の義務がございます。1に例会出席、
2に会費納入、3にロータリーの友の購読があります
のでよろしくお願いいたします。ロータリーの3代義
務でございます！8月号は、特に会員増強に関して参
考になる資料が沢山ございますので読んで頂ければ
と存じます。
職業奉仕の件ですが委員長さんが大変勉強されて
いますので少しお話をしたいと思っています。仕事
をするだけが職業奉仕ではございません。そこにロ
ータリーとしての職業奉仕の観念(理念)をもって頂き
たいと思います。研修セミナーでそのお話を是非行
っていただきたいと思います。
社会奉仕につきましてご質問がありました。被災
者アンケート？社会奉仕で挨拶のみで退席してしま
い次に行ってしまい失礼いたしました。被災地での
要望は、日々変化してゆくと思います。被災を受け
て直後のお話、その次の段階、小石川ロータリーク
ラブでは、心のケアーという発想がしにくい事を行
っています。お医者さんがいらしたのでそう言った
発想になったのではなかと思います。ニーズにより
どんどん変化してまいります。地区補助金を頂く(グ
ローバル補助金)10月には、被災地にお邪魔して地区
の委員会の皆様とお話をし、被災者の人とお話をし
てこれからどのような事を必要とするのか探りたい
と言うお話を委員長から聞きました。
希望の風については、ロータリーの友(8月号に)詳
しい記事が載っています。どの程度のお金が必要
か？ 生まれて3つになった方が大学及び専門学校に
行きたいという時にもお金を出したいという事で後4
億か5億あれば足ります。(現在4〜5億使っています)
社会奉仕が入っていない？その理由は、分かりま
せんが当然そのために皆さん(1905年にロータリーク
ラブが発足)この奉仕活動、社会奉仕活動を行ってい
るわけで地域社会それぞれ違うわけですからいちい
ちそれを行うというのも如何なものなのじゃないか
な？と思います。私もその理由は、分かりません(申
し訳ございません)。
国際奉仕についてこちらの方でどの程度外国の方
と接触されているか分かりませんがロータリークラ
ブは、本当に国際色豊かな繋がりのある団体で国際
大会へ行けば分かりますが交換留学生、米山の留学
生をお預かり頂いたりする事も多いと思います。
来年のサンパウロ世界大会位へ1人でも多くのご参

加をお願いいたします。
財団米山についても元会長さんが担当していただ
いていますので大変心強く感じます。財団のお金
は、50％が3年後に戻ってきますので出しっぱなしで
はございませんのでよろしくお願いします。
青少年奉仕、私が書いたのを読んでいただきあり
がとうございました。
50周年に向けてのアドバイスをするならば社会奉
仕と青少年奉仕を合わせたプロジェクトが良いと感
じます！
本日は、東村山ロータリークラブの大変素晴らし
いお話を聞かせていただき有難うございました。

2319回例会
■司会：野澤会員

■点鐘：赤木会長
■合唱：ロータリーソング
｢4つのテスト｣
◆ソングリーダー：
村田会員

■お客様紹介：
目時パストガバナー補佐

◆ゲスト：
第2580地区ガバナー
鈴木孝雄様

◆ゲスト：
第2580地区幹事
吉田秀得様

東京東村山ロータリークラブ

■幹事報告

◆ゲスト：
第2580多摩分区
ガバナー補佐
数野国明様

田中幹事

◆ゲスト：
第2580多摩分区幹事
小峰宏明様
■拡大増強委員会、クラブ奉仕委員会：
・会員増強に関する連絡(銀行幹部の入会促進の件)
参考資料：銀行幹部入会促進の為、全国銀行協会
に依頼文書を送付したもの
・会員増強アンケートの回答依頼
締切：8/8
(アンケート内容はお渡ししております)

◆ゲスト：
立川ロータリークラブ
会長 小野優様

■会長報告

◆ゲスト：
立川ロータリークラブ
幹事 志村和則様

赤木会長

■ガバナー事務所：
・ＲＩ(2016〜18年度)を推薦するための公式書式につ
いて
ＲＩ理事を推薦する場合は｢指名委員会・坂本氏｣
まで
・地区役員名簿の訂正について
→会長・幹事・地区委員へメールボックスに入れ
ます
・2017〜18年度ガバナー、ガバナーノミニーデジグ
ネート候補者推薦のお願いについて
推薦書提出締切：2014年9月25日(木)必着
地区指名委員会(ガバナー事務所気付)
・｢台北國立故宮博物院展｣の案内について
日台ロータリー親善会議 板橋敏雄総裁より案内
の件
於 東京国立博物館 6/24〜9/15

皆様、改めまして今日は。明日から8月です。夏本
番となりました。体調管理には充分にお気を付けて
下さい。
午前中に開催されました、ガバナー公式訪問・協
議会大変お疲れ様でした。第2580地区鈴木孝雄ガバ
ナー、吉田秀得地区幹事、多摩分区数野国明ガバナ
ー補佐、小峰博昭分区幹事、本日はご来訪頂きまし
て大変有難うございます。特に東京青梅ロータリー
クラブの数野国明ガバナー補佐、同小峰分区幹事に
は7月において三回もご来訪頂きまして、重ねてお礼
申し上げます。同人には出席率算定会員にカウント
したいくらいです。
又、本日は当クラブの親クラブであります、東京
立川ロータリークラブの小野優会長、志村和則幹事
様ご来訪頂きまして大変有難うございます。至る7月
18日東京立川ロータリークラブ様にお伺い致しまし
た。現在102名の会員がいらっしゃる例会に圧倒さ
れ、また感激致しました。当クラブも一歩でも近づ
けますよう会員増強を計って行きたいと思っており
ます。
是非今後共、ご指導をお願い申し上げます。

■国際ロータリー日本事務局：
8月のロータリーレート 1ドル＝102円
■例会変更：
・東京小平ＲＣ
・東京福生ＲＣ
・東京城東ＲＣ

8/13→休会 他
7/30→7/31
於フォレストイン・昭和館 他
8/11→休会 他

■回覧：
・東京女学院ニュースレター
・東京神田ＲＣ 創立50周年記念誌

■出席報告

野村(裕)会員

東京東村山ロータリークラブ

在籍会員数

出 席

27 26

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：1名
■前々回出席率メークアップ修正後：96.30％
■前々会メークアップ者：
田中会員：理事会

■ニコニコＢＯＸ

西河クラブ管理委員

■皆出席：
山本会員(17回目)

◆鈴木ガバナー、吉田地区幹事：
本日は貴クラブの皆様と親しく語り合う
事を楽しみに参りました。あたたかくお
迎え下さいまして、ありがとうございます。
◆数野ガバナー補佐、小峰分区幹事：
本日のガバナー公式訪問、よろしくお願
いします。
◆立川ＲＣ 小野会長、志村幹事：
赤木会長、田中幹事の新年度を祝して、
また貴クラブの益々のご繁栄をお祈り致
します。
◆赤木会長、田中幹事：
ガバナー、地区幹事、ガバナー補佐、分
区幹事、そして立川ＲＣの会長、幹事、
皆様ようこそおいで下さいました。
◆野澤会員：鈴木ガバナー、吉田幹事、数野ガバナー
補佐、小峰分区幹事、そして我が親クラ
ブであります東京立川ＲＣ会長小野様、
幹事志村様、皆様ようこそおいで下さい
ました。今年度のご指導よろしくお願い
します。
◆田中幹事：親クラブでもあられる立川ＲＣ小野会長、
志村幹事、遠路のところありがとうござ
います。多摩カップ予選会総合優勝でき
ました。西河支店長お世話になりました。
◆荻野会員：鈴木ガバナー、吉田幹事、数野様、小峰
様、毎回ありがとうございます。今日は
私の会員増強委員の話も聞いて下さい。
また昨日のゴルフありがとうございます。
◆樺澤会員：鈴木孝雄ガバナー様、地区幹事吉田秀得
様、ガバナー補佐数野国明様、分区幹事
小峰博昭様、本日はありがとうございま
した。

◆相羽会員：本日、ガバナー公式訪問においで頂きま
してありがとうございます。
◆當麻会員：鈴木ガバナー、本日の公式訪問よろしく
お願いします。立川ＲＣ小野会長、志村
幹事様、ようこそいらっしゃいました。
◆北久保会員：
鈴木ガバナー、吉田地区幹事、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。今日はどうぞよろしく
お願い致します。
◆山本会員：鈴木孝雄ガバナー、吉田秀得地区幹事、
本日はよろしくお願い申し上げます。数
野ガバナー補佐、小峰分区幹事、連日お
疲れ様です。写真ありがとうございます。
◆目時会員：本日はご指導ありがとうございます。
◆野崎会員：鈴木ガバナー、吉田幹事、本日は公式訪
問ご苦労様です。鈴木ガバナーには米山
奨学会で御指導賜りありがとうございます。
◆戸澤会員：本日はよろしくご指導をお願いします。
◆野村直前会長：
お客様の皆様、ようこそお越し下さいま
した。本日発表の皆様、ご苦労様です。
◆中丸会員：本日は鈴木ガバナー、吉田地区幹事、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。御指導の程、宜
しくお願い申し上げます。
◆小町会員：ガバナー公式訪問に、鈴木ガバナー、吉
田地区幹事、数野ガバナー補佐、小峰幹
事、おいで頂きありがとうございます。
◆野村(裕)会員：
鈴木ガバナー、本日はご指導よろしくお
願い致します。

本日のニコニコ合計： 83,000円
累
計
： 342,000円

■ご挨拶
■第2580地区ガバナー：
鈴木孝雄様

50周年に向けて素晴らしいご計画を立てられるこ
とを祈願しています。

■第2580多摩分区
ガバナー補佐：
数野国明様

今月3回目の訪問になります。50周年に向けて頑張
ってください。
東村山ロータリークラブに来ますと当クラブに行
くよりも大変歓迎されますので此れからもちょくち

東京東村山ロータリークラブ

ょく参りますので宜しくお願いいたします。
来週の長岡の花火大会樺澤先生には、大変お世話
になりました。6名の方が出席頂き感謝しています。

■立川ロータリークラブ
会長：小野優様

ガバナー公式訪問の大変お忙しい中お邪魔させてい
ただき有難うございました。
ガバナーのお話を聞かせていただき感謝しています。
今後も東村山ロータリークラブの皆様よろしくお願い
いたします。

トアップロータリー(ロータリーに輝きを)⇒(ロータ
リーを輝かそう)訳すのが良いと思っています。
財団への寄付をお願いしたい。ロータリーと財団
では、最近は、財団がお金を持っているためか少し
大きくなり偉そうなイメージがあるがロータリー
は、1つだ(ロータリーイズワン)一緒なのだよと頻り
におっしゃっていました。
是非財団への寄付を引き続きお願いいたします。
ポリオがインドで3年間発症がゼロである。東南ア
ジアでは、3年間発症ゼロでポリオ(小児麻痺)は撲滅
しました。パキスタン、ナイジェリア、アフガニス
タンでは撲滅されていません。150ドルの寄付を毎年
お願いしています。
以上がＲＩからの要望です。
東村山ロータリークラブの皆さん本日は、東村山
ロータリークラブの大変素晴らしいお話を聞かせて
いただき有難うございました。
1年間よろしくお願いいたします。

■卓話
■卓話者：
第2580地区ガバナー
鈴木孝雄様

何度もご紹介を頂き有難うございます。
立川ロータリークラブの会長さんもお越し頂き大
変緊張をしています。
2750地区のガバナーは、私の同期で4月27日にお亡
くなりになっていて変わって坂本としおさんがガバ
ナーをなさっています。ガバナーになるにはＲＩの
研修を受け十分に洗脳させていただいています。(笑)
日本のガバナーは34名いらっしゃいますがたまたま
順番で私2580地区が議長、2750地区が理事長という
事でお互い頑張っていこうと言うところでしたがお
亡くなりになり大変残念です。
ガバナーは、体が大事でしっかりと70クラブ全て
周りお話を聞くことがガバナーの務めであると先輩
ガバナーが仰っていました。
ガバナーは、ＲＩの理事役員でありますので1年間
全うしたいと思います。
今年の1月11日〜20日までサンディエゴでＲＩ研修
を受けてまいりました。
日本は34名。全世界から540名以上のガバナーがい
ます。
ＲＩ会長の(ロータリーに輝きを)を発表しました。
ゲイリーファンさん(台湾)の所は、大変景気が良くご
本人も元気がよく女性会員と若い会員がとても多い
のが印象的でした。
国際協議会でゲイリーファンさんを囲んで賑やか
に(賛美歌のさんさんさん)を歌っていました。ロータ
リーを盛り上げるには、多くの会員(会員増強)が必要
です。奥様をロータリーに是非入会させて欲しいそ
うすればロータリー数は、倍になりますよ！御子
息、お嬢さんを入会させれば一気に3倍、4倍になり
ます。と冗談交じりでおっしゃっていました。ライ

■閉会点鐘：赤木会長

■第1回クラブ奉仕委員会炉辺会合
平成26年8月7日(木)

割烹あずま

18時30分〜

・会長挨拶 赤木会長
・クラブ奉仕委員会 委員長挨拶及び委員長方針
相羽委員長
■議題
1 各委員長方針と現況報告
・例会運営委員会 委員長 北久保隆一
前回の例会運営炉辺会合で発表済み
・プログラム委員会 委員長 野崎一重
・クラブ管理委員会 委員長 飯田能士
・会員増強委員会
委員長 荻野 昇
・会員研修委員会
委員長 中丸繁男
2 意見交換
3 沖縄宜野湾50周年事業の参加について
4 産業祭の参加について
5 次年度IM実行委員長検討
6 国際大会参加（韓国）
7 青少年交換留学生の受け入れについて

東京東村山ロータリークラブ

