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第2341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：小町会員

■会長報告

赤木会長

■点鐘：赤木会長
■合唱：ロータリーソング
｢日も風も星も｣

皆様こんにちは。去る 1 月 8 〜 10 日まで仕事で奄
美大島に行って来ました。奄美大島は同じ南の島の
沖縄とは違って非常に静かな島の印象です。私が行
きました障害施設は島の北側の奄美空港に近い所で
した。狭い町ではありましたが、教会が多いのには
大変驚きました。
二年前に「奄美の債務奴隷ヤンチュ｣という本を読
みました。薩摩の植民地政策により人口の 2・3 割、
集落によっては 5 割を占めたといわれるヤンチュ（家
人）が大量発生し、過酷な生活を強いられた人々が心
の安らぎを求めたその象徴が残されておりました。

◆ソングリーダー：
村田会員

■お客様紹介：
野崎パスト会長

■幹事報告
◆ゲスト：東京立川ＲＣ

磯部

田中幹事

弘志様

■ガバナー事務所：
下半期地区人頭分担金について
地区運営費・事業費 ＠7,000×27名
ガバナー月信購読料 ＠360×27名
青少年交換プログラム資金 ＠1,500×27
上記送金期限 3月31日(火)

■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

■インターアクト委員会：
インターアクト地区合同活動並びに地区表彰授与
式の案内について
2015年2月22日(日) 9:30集合
於 日本大学第1中学校
■東京秋川ロータリークラブ：
第5回多摩分区連絡会、日時・会場の変更について
2015年2月19日(木) 16:00〜
於 レストラン フォーレスト(森林村)
■例会変更：
東京秋川ＲＣ

2/12(木)→例会取り止め

他

■回覧：
・コーディネーターニュース2015年1月号
・青少年奉仕情報

■出席報告

在籍会員数

出 席

27 22

石山会員

免

除

0

欠

席

4

本日のニコニコ合計： 15,000円
累
計
： 1025,000円

■ポールハリスフェロー受章式
■村田会員

出席率

84.62

■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：96.00％
■前々会メークアップ者：

■ニコニコＢＯＸ

いますので、またメイクアップに参りま
すので今後ともよろしくお願いします。
◆赤木会長、田中幹事：
東京立川ＲＣの磯部弘志様、本日はよう
こそ当クラブにおいで下さいました。本
日は協議会ですが、どうぞごゆっくりお
すごし下さい。
◆戸澤会員：20日の西武園ゴルフコンペ、野澤礼子さ
ん優勝おめでとうございます。石山さん
ブービーおめでとうございました。

■委員長報告
■野澤会員増強副委員長：

金子会員

■皆出席：
當麻会員(21回目)
■令夫人誕生祝月：
當麻会員

先週お渡しいたしました再入会メンバーご案内で
すが、早速事務局から発送させていただきました。
近々ご案内・お電話・お伺いさせて頂く予定です。
早めにアポを取りたいと思います。
会員増強委員で紹介者を決めさせて頂きますので
担当者は、宜しくお願いします。

■荻野会員増強委員長 :

◆磯 部 様：立川ＲＣの磯部です。初めてメイクアッ
プに参りました。近くで度々仕事をして

会員増強委員長を仰せ付かり半年になりました。
此処でやっと実りになりつつあります。
次回の例会に入会予定者3名をお連れ致しますので
皆様からの温かいお声掛けをお願い致します。
因みに2名は、女性の方です。
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■相羽クラブ奉仕委員長 :

■歩こう会

2014−15年度国際ロータリー第2580地区公共広告説
明会
日時：平成27年1月19日(月) 15:00〜16:30
場所：京王プラザホテル 43F(スターライト)

平成27年1月30日(金)歩こう会の新年会を6:30〜食
彩酒房たき火で開催します。
会費は1人6000円(家族5000円)です。宜しくお願い
致します。

開会15:05
1）ご挨拶
国際ロータリー第2580地区ガバナー
鈴木孝雄（東京池袋）
地区クラブ奉仕委員会相談役パストガバナー
櫻井権司（東京武蔵野）

小町会員 :

■クラブ協議会（下半期運営について）
■赤木会長

2）主旨説明と配布資料説明
地区クラブ奉仕委員長 佐藤文則（東京四谷）
3）街頭大型ビジョンでの展開について
地区クラブ奉仕委員 星野睦朗（東京北）
4）クラブホームページでの展開について
地区副幹事公共イメージ担当 横山義文（東京北）
5）製作会社様より詳細説明
(株)パブリックデザイン代表取締役 橋本敬吾様
同 Webディレクター・デザイナー 原田 篤様
6）質疑応答
7）ご協力のお願い
地区クラブ奉仕委員長公共イメージ担当
庭山正一郎（東京）
閉会

16:30

■飯田クラブ管理委員長 :
2 月の例会より現在使用していますニコニコ BOX
の用紙を変更させていただきます。
新しいものは、縦型・薄黄色の用紙を使用させて
いただきますので引き続きニコニコ BOX を宜しく
お願い致します。

■戸澤宜野湾ＲＣ
友好委員長 :

第2580地区 地区大会 京王プラザホテル
日
時：27年2月17日(火) 12:00登録開始
時
間：7時30分〜懇親会を設けています
参加ＲＣ：沖縄宜野湾RC・田無RC・東村山RCの
3クラブ合同で開催いたします。
会
場：京王プラザホテル 45階(リトルベア)

皆様こんにちは。本年度のＲＩテーマ「ロータリ
ーに輝きを」の基に、7月から早くも半年が経過しま
した。皆様方のご支援、ご協力により何とか会務を
こなすことが出来ましたこと、心よりお礼申し上げ
ます。特に会員減少により当クラブの財政も大変厳
しくなって来ましたので、年初に皆様方にニコニコ
のお願いを申し上げました。お陰様で大変順調に推
移しております。下期も上期同様宜しくお願い申し
上げます。
昨年12月25日の例会に於いて、本年度の活動方針
の内、上半期を顧みての発表を行いました。上半期
に於いて充実した活動ができた事業、消化不良で終
わった事業、全く成果が上がらなかった事業、それ
ぞれその結果を見つめ直し、反省し、下期の会務運
営に当たりたいと思っております。
さて、下期は世界的な政治不安、国内経済も波乱
含みの中でスタートしました。本年度の第1の活動方
針であります親睦活動。会員卓話を充実し、活気あ
る例会そしてロータリーを楽しもうにつきまして
は、新年の夜間例会、1月30日の歩こう会主催の新年
会、地区大会での宜野湾ロータリークラブ、田無ロ
ータリークラブとの懇親会そして春に予定されてお
ります歩こう会、会員親睦旅行を通じ、より一層会
員相互の友情を広げ、充実した親睦例会を行いたい
と思います。
次に会員卓話を充実し活気のある例会、炉辺会合を
通して会員相互多いに語り、ロータリーを楽しもうに
ついては、例会の一人でも多くの会員に卓話、スピー
チをお願いし、参加型例会を目指したいと思います。
昨年度より協賛しております中学生の税の作文コンク
ールに於いて、東村山市長賞、ロータリー会長賞を受
賞した生徒を招き、作文の発表を行ってもらいたく、
3月には東京東久留米ロータリークラブとの合同夜間
例会を初めとし、ここの例会場での夜間例会を検討し
たいと思います。炉辺会合につきましては、上期はク
ラブ奉仕委員会、例会運営委員会、社会奉仕委員会・
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青少年奉仕委員会合同の炉辺会合が開かれました。下
期は歩こう会の新年会を初めとし、各委員会主催の炉
辺会合を開催し、会務運営について有意義な意見交換
を行いたいと思います。
第2の活動方針であります継続的な奉仕活動を検討
するプロジェクトチームの立ち上げですが、昨年9月
に委員長を小町会員にお願いし、次年度、次々年度
の会長幹事が決まりましたので、委員のメンバーを
定め、委員会の開催をスタートして行きます。
第3の活動方針であります地域社会への広報活動で
すが、上半期には市民産業祭に参加し、広報用のテ
ィッシュの配布等を行い、幅広い広報活動が出来ま
した。
下期に於いても地域の行事に積極的に参加し、幅
広く広報活動を行い、又会員増強にも役立たせたい
と思います。
第4の活動方針であります会員増強。最大の課題で
あります。年度初めから現在まで新規加入会員はお
りません。会員減少これはロータリークラブだけの
問題でなく、各種団体の共通の悩みであります。地
域産業の移り変わり、地域経済の低滞等による事業
者数の減少により、今までのような会員増強は大変
厳しいものがあります。ロータリークラブも時代の
変化と共に例会の有り方、運営について変化しなけ
ればならないと思います。しかし、このような状況
ですから会員増強をしないということではありませ
ん。会員増強には他の団体との連携、情報交換が必
要であると思います。4月頃に東村山青年会議所との
協議会を行いたいと思っております。そして会員増
強委員会により、退会された会員に対し、退会時と
状況も変わられ、又ロータリー活動を望まれる会員
もおられることと思いますので入会のご案内をお届
けします。この時には皆様方のフォローを宜しくお
願い申し上げます。会員増強は下期の最重要課題と
して活動して行きます。
残された半年間、本年度のテーマであります「み
んなで熱く語ろうロータリーを」の基に掲げた活動
方針に少しでも近づける様、運営して参りたいと思
っておりますので、皆様方のさらなるご支援、ご協
力をお願い申し上げます。

2月16日、17日は地区大会です。寒さと忙しさと大
変ですが、全員参加の思いでよろしくお願いいたし
ます。
3月26日は東京東久留米ＲＣさんとの合同夜間例会
を予定しています。東村山ＲＣここにありと喜びい
さんで参加し、ＲＣが益々発展するよう盛り上げま
しょう！
楽しい親睦旅行も控えています。クラブ管理委員
長飯田さんはじめ委員の皆さんよろしくお願いしま
す。
また、歩こう会の新年会が開催されます。立川Ｒ
Ｃ親クラブさんよりフレンドリーマッチのゴルフの
申し込みもあるかもしれません。そのとき親睦を深
めてもらいたいと思います。
会員増強に向けての会合、食事会も多いかと思い
ます。叉、会社訪問を考えられます。一人一人が大
歓喜してＲＣ活動、仕事の大発展、地域の皆様に恩
返しの活動、節にお願い致します。
私も感謝の気持ち、奉仕の精神で赤木会長さんを
支え、会員の皆様に可愛がってもらえるよう頑張り
ます。
下半期、共々に頑張りましょう！ ありがとうござ
いました。

■卓話
■卓話者：隅屋会員

■卓話者：樺澤会員

■田中幹事 :

まず、会員の皆様のご協力のお陰で、無事に上半
期を終える事が出来ましたこと、御礼、感謝申しあ
げます。
下半期、箱根駅伝に例えると山登りを頑張り、ち
ょうど折り返しです。山下り一気に掛け踊りゴール
目指して最後の頑張りです。皆さんの力をお借りし
て無事相羽年度にバトンタッチ出来ますように頑張
ります。
来月、2月23日は48回目創立記念日です。先人の大
先輩の皆様に感謝して祝い、先人の皆様に負けない
よう、東京東村山ＲＣを大発展大躍進して参りまし
ょう！

■閉会点鐘：赤木会長
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