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第2337回例会

今年度会長テーマ

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：西川会員

◆ゲスト：
◆ゲスト：
東京田無ロータリークラブ
東京田無ロータリークラブ
幹事 海老沢孫顕様
友好クラブ推進委員長
小峰直行様

■点鐘：赤木会長
■合唱：
ロータリーソング
｢それでこそロータリー｣

■会長報告

赤木会長

◆ソングリーダー：
小町会員

■お客様紹介：
野澤パスト会長

◆ゲスト：
元東村山市長
細渕一男様

◆ゲスト：
東京田無ロータリークラブ
会長 小峰立丸様

■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

東京田無ロータリークラブ会長小峰立丸様、幹事海
老沢孫顕様、友好クラブ推進委員長小峰直行様、本日
はようこそ当クラブの例会にご来訪下さいまして大変
有難うございます。
前東村山市長、当クラブ名誉会員であります細渕一
男様、年末の大変お忙しい中、卓話をお引受け頂きまし
て大変有難うございます。宜しくお願い申し上げます。
会員の皆様、13 日土曜日の家族親睦クリスマス会に
会員、ご家族多くの参加を頂きました。また、15 日の
市民産業祭の反省会も大変有意義な意見交換ができま
した。16 日火曜日、当クラブが協賛している市内中学
3 年生の税の作文表彰式に町田会員が出席し、ロータ
リークラブ会長賞を授与致しました。
さて、12 日に年末の恒例となりました今年の漢字
「税」
が発表されました。今年一年消費税の改正によ
り、政治的にも経済的にも振り回された感じが致しま
した。また、税に関する国民の意識が一段と高くなっ
たものと思います。
■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

■ポールハリスフェロー
達成者授与：
飯田会員
村越会員

■出席報告

■ポールハリスフェロー
マルチ達成者授与：
赤木会長
田中幹事
相羽会員
隅屋会員
小町会員

■幹事報告

在籍会員数

出 席

27 22

田中幹事

野村（裕）会員

免

0

■ＲＩ日本事務局：
2015〜16年度クラブ役員オンライン報告のお願い
について
↑オンラインにて報告済です
■国際奉仕委員会：
サンパウロ国際大会第2回アンケートの受理
締切2015年1月20日(火)
■(公)ロータリー日本財団：
ＰＨＦ感謝状とフェローピンの受理
・ＰＨＦ感謝状・フェローピン
飯田能士会員、村越政光会員
・ＰＨＦマルチ1回目(フェローピン)
赤木盛一会員、田中重義会員
相羽 正会員、隅屋宜一会員
小町幸生会員
■(公)東村山市体育協会：
礼状の受理
東村山市体育協会創立50周年記念式典出席の礼状
■八坂神社：
元旦祭の案内の受理について
2015年1月1日(元旦) 11:00
於 八坂神社
■回覧：
・ハイライト米山
・バギオ基金2013年度事業報告書

欠

席

5

出席率

81.48

■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：84.62％
■前々会メークアップ者：

■ニコニコＢＯＸ

■ガバナー事務所：
2017〜18年度当地区ガバナー(ガバナーノミニーデ
ジグネート)決定の件
2017〜18年度当地区ガバナー候補
吉田 雅俊(よしだ まさとし)氏 (東京新都心ＲＣ)

除

石山会員

◆東京田無ロータリークラブ
小峰会長、海老沢幹事、小峰友好クラブ委員長：
突然お邪魔致して申し訳ありません。沖
縄宜野湾ロータリークラブとの友好事業
についてご相談に参りました。よろしく
ご指導下さいますようお願い申し上げます｡
◆細渕名誉会員：
赤木会長をはじめ会員の皆さんが日頃社
会貢献されている事に敬意を表し、また
今日この場にお声掛け頂き感謝です。
◆赤木会長、田中幹事：
東京田無ロータリークラブ会長小峰立丸
様、幹事海老沢孫顕様、友好クラブ推進
委員長小峰直行様、本日はご来訪下さい
まして大変ありがとうございます。名誉
会員の細渕一男様、本日の卓話よろしく
お願い申し上げます。
◆目時会員、戸澤会員：
細渕名誉会員、本日の卓話よろしくお願
いします。
◆當麻会員：細渕名誉会員の卓話を楽しみにしており
ました。本日はよろしくお願いします。
◆飯田会員：先日のクリスマス例会では56名の大変多
くの皆様にご参加頂き、厚く御礼申し上
げます。いたらぬ処が沢山あったと思い
ますが、皆様からの温かいお言葉に目頭
が熱くなりました。来年もクラブ管理頑
張りますので宜しくお願い致します。
◆野崎会員：細渕名誉会員様、ご多忙の処本日の卓話
ありがとうございます。
◆野澤会員：東京田無ロータリークラブ、小峰会長、

東京東村山ロータリークラブ

海老沢幹事、小峰友好クラブ委員長、よ
うこそいらっしゃいました。ごゆっくり
なさって下さい。細渕名誉会員、卓話楽
しみにしております。
◆樺澤会員：細渕様、今日はよろしくお願い致します｡
楽しみにしております。
◆山本会員：細渕様、本日の卓話楽しみにしておりま
した。どうぞよろしくお願い致します。
◆嶋田会員：細渕一男名誉会員ようこそ。一年ぶりの
卓話楽しみにしています。
◆戸澤会員：田無ロータリークラブ会長、幹事様、小
峰友好委員長、ようこそおいで頂きまし
た。会場の手配、お願いさせて頂きあり
がとうございます。
◆小町会員：先日の産業祭反省会には多くの参加を頂
きありがとうございました。細渕名誉会
員の卓話楽しみにしております。
◆野村(高)会員：
細渕名誉会員、本日の卓話ありがとうご
ざいます。田無ＲＣの皆様ようこそお越
し下さいました。
◆相羽会員：細渕様、本日は卓話ありがとうございます｡
◆町田会員：細渕前市長様、本日は12月のお忙しい中､
卓話にいらっしゃって下さり誠に感謝申
し上げます。
◆北久保会員：
細渕名誉会長の卓話楽しみにしておりま
した。お客様の田無ＲＣ小峰会長、海老
沢幹事、小峰友好クラブ委員長、本日は
ようこそお越し下さいました。

本日のニコニコ合計： 64,000円
累
計
： 917,000円

■委員長報告
■小町社会奉仕委員長：

めてガバナー事務所に行って参りました。ネットで調
べて辿り着きました。
来年の1月19日に地区の公共広告説明会の準備が有り
ました。今年度も同様にオーロラビジョンを使用し
2580地区のイメージ広告をするようです。ポリオの削
除に1時間位取られましたが何とかまとまりました。
オリンピック誘致企画という事で水野さんをお呼び
して講和をお願いしたようです。テレビ電話で沖縄ク
ラブと会議を行いました。

■お客様挨拶
■東京田無ＲＣ
小峰会長：

東京東村山ロータリークラブの皆様お忙しい中お呼
び頂き誠に有難うございました。私たち田無ロータリ
ークラブは、お陰様を持ちまして昨年45周年を迎える
事が出来ました。吉田健二ガバナーが当クラブより出
まして東村山の皆様には、大変お世話になりました。
吉田ガバナーの時に私とクラブ友好委員長も地区の
副幹事として出席させて頂きました。その時宜野湾と
の友好クラブの推奨を頂きました。
先輩である東村山ロータリークラブの皆様に御指導
賜り東村山さんに続き2番目の友好クラブとなりまし
た。12月2・3日に宜野湾に行って参りました。
次回の地区大会でお会いしましょうと約束をさせて
頂きました。
今後も東村山さんには、ご指導ご鞭撻お願い致します｡

■卓話
■卓話者紹介：
野崎パスト会長

写真を見て頂きたいと思います。42年前の当クラブ
の写真です。お若いころの細渕市長が映っています。
先日たき火にて産業祭の反省会を行ったところ17名
の皆さんに御参加頂き有難うございました。皆さんか
ら大変貴重なご意見を頂き次年度に繋がる良い切っ掛
けとなりました。有難うございました。

■卓話者：元東村山市長

細渕一男様

■クラブ奉仕委員会
石山会員：
（戸澤地区委員代理）

先日12月15日(月)ガバナー事務所において地区クラブ
奉仕委員会が開催されました。戸澤会員のお使いで初

東京東村山ロータリークラブ

皆さんこんにちは、私が細渕一男です。本日は、お
呼び頂き有難うございます。今日は、ロータリーのお
話と東村山市についてお話したいと思います。
■地理
市域は象の頭部を正面から見たような形をしてい
る。武蔵野台地のほぼ中央、狭山丘陵の東縁に位置す
る。市内を流れる川(空堀川・野火止用水など)は荒川に
注ぎ、多摩川に注ぐものはない。
空堀川は台風が来たときなどの大雨が降る度に溢れ
そうになるほどの水量となっていたが、流路の変更(直
線化)、川幅を広げる等の大規模な河川改修工事が完了
し、その一部は親水公園となっている(かつて川から水
が溢れて、川に隣接する大岱小学校の校庭が水に浸か
ったことがあった)。
当市の出身者でコメディアン、俳優の志村けんの｢東
村山音頭｣によって全国的に市名が知られることとなっ
た。その中にも出てくる多摩湖(村山貯水池)はほとんど
が西隣の東大和市にあるものの、新宿副都心開発によ
り閉鎖された淀橋浄水場の代替地となった東村山浄水
場があり、都民が恩恵にあずかっている。
市の西部に狭山丘陵の東の縁があるが市域の大半は
武蔵野台地の平坦な土地である。江戸時代の初めに幕
府の老中、松平伊豆守信綱が掘らせたことから伊豆殿
堀とも呼ばれる野火止用水や狭山丘陵から流れ出して
いる空堀川から水利を得て、畑作が盛んなところだった｡
■歴史
市域には旧石器時代からの遺跡が分布し、縄文時代
には笹塚遺跡をはじめ縄文中期の集落遺跡が数多く分
布し、縄文後晩期では下宅部遺跡の存在が知られる。
弥生時代の遺跡は皆無で、古墳時代には後期集落は見
られるものの、古墳の存在は無い。
律令制下では武蔵国多摩郡に属し、奈良・平安時代
の遺跡では完形の瓦塔(東京国立博物館所蔵)が出土した
東村山市No.2遺跡のほか、平安時代の池状遺構も見ら
れる。古代には官道である東山道武蔵路の道筋が南北
に比定されている。
平安後期には狭山丘陵に武蔵七党の村山党が進出
し、一族は鎌倉幕府の御家人となった。鎌倉時代には
鎌倉街道の上道が通り久米川宿を中心とする宿場とし
て栄え、日蓮は佐渡島に流刑される際に当宿に宿泊し
ている。鎌倉末期には武蔵野台地を舞台に新田義貞率
いる倒幕軍と幕軍の間で一連の合戦が起こり、市域で
は久米川の戦いが起きている。また、幕府滅亡後に成
立した建武の新政に対して北条残党が蜂起した中先代
の乱における合戦も起こっている。戦国期には相模国
の戦国大名である後北条氏の領国に含まれ、後北条領
国では川越街道が整備されたため、相対的に鎌倉街道
の重要性は薄れる。
江戸時代は幕府直轄領となり、武蔵野台地の開拓が
進む。また、尾張徳川家の設置した鷹場にも含まれ
る。明治維新後には野口村・廻田村・久米川村・南秋
津村の各村は韮山県、次いで品川県の所属となり、
1872年(明治5年)に神奈川県多摩郡の所属となった。
1878年(明治11年)には郡区町村編制法により多摩郡北部
が北多摩郡となり、1880年(明治13年)には埼玉県入間郡
に属していた大岱村も北多摩郡に編入となった。
1889年4月1日の町村制施行の際に、北多摩郡野口
村・廻田村・大岱村・久米川村・南秋津村が合併して
東村山村(ひがしむらやまむら)となった。村名は、この
一帯を村山郷といい、村域がその東部にあったことに
よるものである。
1894年以来2社8線9駅の鉄道が市内に通じ、古道以来
の交通の要衝であったところに近代には周辺村からの
人の流れと物資の集積地としての機能が発生し、鉄道

開通による宅地化が進むなかで、現在の栄町一帯は西
武新宿線開通後、東京都内の沿線では田無に次ぐ商業
地域となっていく。
1942年4月1日に東村山町(ひがしむらやままち)となっ
た。この段階では、東京府内の隣接自治体で最も早い
町制であった。
1964年4月1日に東村山市となった。市制と同時に現
在の各町が設置され、前後して富士見町に私立中学高
校が複数開校し、1967年には新青梅街道、1973年には
武蔵野線が開通し、ベッドタウンとして開発が進めら
れ、都営住宅や団地、官公庁住宅の整備が行われ、現
在の市の姿となる
■農業
市制以前の主要な産業は畑作で、都内では有数のサ
ツマイモの産地であり、養蚕や東京狭山茶の産地とし
て製茶、絹織物の生産も行われる。現在は茶に代わり
植木・苗木や梨の生産が多くなっている。
かつては立川市とならび東京うどの生産や麦作もあ
った。麦作の伝統により関東地方では少数派のうどん
圏(武蔵野うどん)の一部を構成している。昭和30年代に
はパン食の普及により小麦出荷で農協が財力を蓄えて
おり三橋美智也を起用して東村山音頭を作成できたと
される。
■工業
・山崎製パン東村山工場
・ポールスタア本社工場
・ニチレイバイオサイエンス開発センター・東村山物
流センター
・サンフードジャパン東村山工場
(いなげやの子会社。デイリー加工食品を製造)
・保谷納豆東村山工場
・日機装東村山製作所
・新光東村山工場(ビームス本体企業の工場)
■商業
駅および住宅地に隣接した商店街のほか、大規模商
業店舗が一部の駅周辺にある。商工会が早期に地名の
入らないドメイン名の取得およびサイト開設を行って
いる。
久米川駅西友の駅直結への反対や新小平駅水没事故
時迂回対策の秋津駅と新秋津駅の連絡通路建設反対に
よる工事中止など地元商店の保護に積極的である。
ご清聴有難うございました。

■閉会点鐘：赤木会長

東京東村山ロータリークラブ

