国際ロータリー第2580地区

東京東村山ロータリークラブ
国際ロータリーテーマ

ロータリーに
輝きを

Vol.49

2015.1.29

第2342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：石山会員

◆入会予定者：
岩原 隆様
野澤厚子様

■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：
野澤会員

■お客様紹介：
中丸パスト会長

◆ゲスト：東京立川ＲＣ
浅見英明 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

皆様今こんにちは。大寒が過ぎ朝晩の冷え込みは
大変厳しくなりました。今朝私は 5 時に青梅に行き、
その帰りに素晴らしい朝焼けが見え、今日は大変
すっきりした気分でいます。
東京立川ロータリークラブの浅見英明様、今日は
ようこそ当クラブへご来訪下さいました。又、入会
予定者の岩原隆様、野澤厚子様ようこそおいで下さ
いました。本日は、ロータリークラブの例会の雰囲
気を十二分に味わって下さい。
さてこの時期、行政各種団体等において予算の構
成が行われておりますが、東村山市の平成 26 年度一
般会計の予算書を見ましたところ、当市の平成 26 年
度歳入額は 535 億 9700 万円、そのうち市税の占める
割合は 38.3％、地方消費税等を含めた税収入割合は
42.20％と大変厳しい状況であり、地域商工業者も同
じ状況であると思われます。
平成 27 年度東村山市は、国の地方活性化対策によ
り 1 億円、東京都から 4 千万円の補助金交付が決定
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しました。そしてこれらの補助金の活用と、西武鉄
道の連続立体化の工事着手により、地域経済の活性
化が計られ、ロータリーの会員増強にもよい影響を
与えてくれるものと期待しています。

■幹事報告

■ニコニコＢＯＸ

金子会員

田中幹事

■ガバナーエレクト事務所：
・2015〜16年度地区チーム研修セミナー案内の受理
2015年3月4日(水) 13:30〜
於 ハイアットリージェンシー東京
・2015〜16年度ＰＥＴＳ案内の受理
2015年3月18日(水) 13:30〜
於 ハイアットリージェンシー東京
■国際ロータリー日本事務局：
2月のロータリーレート 1ドル＝118円
■青少年奉仕委員会：
｢青少年奉仕ガイドブック｣掲載原稿のお願いにつ
いて
締切：3月3日
添付資料・2013〜14年度青少年奉仕ガイドブック
・アンケート集計表
・記入用紙

◆浅 見 様：お世話になります。田中さんの幹事姿を
拝見に来ました。
◆赤木会長、田中幹事：
浅見英明様、本日は当クラブにご来訪下
さりありがとうございました。入会予定
者の岩原隆様、野澤厚子様、ようこそお
いで下さいました。雰囲気を味わってい
って下さい。
◆野澤会員：東京立川ＲＣ浅見様、入会予定者の岩原
様、野澤様、ようこそおいで下さいました｡
◆荻野会員：岩原さん、野澤さん、うどんの味はどう
ですか。ぜひロータリーの仲間になりま
しょうね。
◆中丸会員：立川ＲＣの浅見様、ようこそおいで下さ
いました。野澤厚子様、岩原隆様、入会
を心からお待ちしております。本日はご
ゆっくりして下さい。
◆金子会員：本日、職業奉仕のため早退させて頂きま
す。岩原様、野澤様、ようこそおいで下
さいました。

本日のニコニコ合計： 16,000円
累
計
： 1041,000円

■委員長報告

■出席報告

在籍会員数

出 席

27 21

西川会員

免

除

0

欠

席

6

出席率

77.78

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：3名
■前々回出席率メークアップ修正後：88.46％
■前々会メークアップ者：
赤木会長：理事会
當麻会員：東京東大和ＲＣ
山本会員：理事会

■東京東久留米ＲＣ・
東京東村山ＲＣ合同
例会報告：
山本会員

3 月 26 日（木）に地区の違う東久留米ＲＣと初めて
合同例会を開催いたします。
東久留米ＲＣは、全員出席でございますので当ク
ラブも是非とも全員出席でお願い致します。
場所は、6 時 30 分から菊水亭で行います。皆様宜
しくお願い致します。

■歩こう会：戸澤会員

東京東村山ロータリークラブ

明日食彩酒房たき火にて歩こう会の新年会を執り
行います。時間は6時30分から。今までご参加されて
いない方も是非ご参加お願い致します。現時点で22
名の参加を予定しています。
続きまして3クラブ合同例会の件ですが(宜野湾
ロータリー・田無ロータリー・当クラブでの合同例
会)地区大会2月17日(火)終了後45階リトルベアで懇親
会(新年会)を行います。事務局も参加します。参加費
は、6000円です。

■クラブフォーラム

各委員会で意見をお考え頂き理事会で承認を頂けれ
ばと思います。

■山本会員：

私も丁度中間管理職？の立場としてお話させて頂き
ます。
ＲＣは、組織としての定款（クラブ細則）にある組
織ですから意見は、各担当委員長に出しそこで揉んで
理事会へ出し承認を頂く事が大事だと思います。
皆様色んな意見を出していただきたいと思います。

◆ご提案

■北久保会員：

■司会：
中丸会員研修委員長

皆さんこんにちは、本日クラブフォーラムを開催い
たします。
主旨は、50周年に向けての活性化・当クラブでの問
題点など結論は出ませんが、情報の共有を持ちたいと
思います。本日は、司会をさせて頂きますので宜しく
お願い致します。

◆ご提案

■村越会員：

年3回のお祝い記念品（お花）について
記念品→旅行券へ変更したら良いのではないか？
旅行券（記念旅行）の卓話をして頂く
財源は、ニコニコに入れて頂く

今年度は初めて委員長を仰せ付かり他クラブへ行
く機会が多く有りました。
ディスカバリ―東村山（東村山の良さが分かって
きました）大きいクラブにはその良さがありますが
東村山には1人1人の個性が良く分かります。大変す
ばらしいクラブだと思います。
例会は、楽しいことが第一だと思います。記録
は、確りと取りましょう。

◆ご提案

■石山会員：

本年度で8年目を迎えます。もう少し諸先輩方が新
入会員を可愛がってウェルカムな状態を作って頂き
たいと思います。私の勝手な意見ですが本来であれ
ばこの場にいなければいけない清水会員・村田会
員・中條会員のお姿が見えず、いつも同じ会員同士
で話し合っていて新鮮味がないと思いますので是非
とも諸先輩の方々、新入会員ウェルカムでお願い致
します。

■戸澤会員：

■當麻会員：

大変良いことだと思います。財源は、出席と親睦で
練って頂き理事会で予算をつけて頂ければ組織の有り
ようとして成り立つのではないか？

東京東村山ロータリークラブ

今後は、若い(新しい)会員にはもう少しお声を掛け
たいと思います。
歩こう会の新年会などもう少し行いたいと思いま
す。温かくお迎えしたいと思います。

◆ご提案

■樺澤会員：

地区大会の事で意見を言わせて頂きます。
目時さん聞いてください！ 東京クラブには会員が
沢山いますが地区大会にはお金を出さない！これは
酷いことです。東京東村山ＲＣは、強制的に地区の
ためにお金を出しなさいと言われました。年金族に
は、大変つらいことです。50周年の資金への積立に
してください。宜しくお願い致します。
今後は、強制的にお金を出すのは東村山ＲＣの事
だけにしてください目時さん宜しくお願いします。

■目時会員：
私の場合職場が、東村山にありませんので東村山
ＲＣの皆さんがロータリーに対して普段どのように
考えを持っているのか？肌で感じていないわけでご
ざいます。
何時しかの地区大会で石原慎太郎さんがロータリ
ーは暇人でお金持ちの集まりとおっしゃっておられ
ましたが今は、そのようなお考えを持っておられる
方はいないと思いますが実際ＲＣがどのような事を
されているのか？理解されていないようです。
先日の駅伝マラソン大会に行きまして感じたこと
は、後援と書いてありましたが名前とお金だけ出さ
れてもあまり意味がないのではないか？もう少し実
行力のある事をしたら良いのではないか？
交通整理・お掃除など。

私が、ガバナー補佐を務めた時に都度言っていま
したが、東京クラブは、全員登録ではなく何故？多
摩分区だけ全員登録なのか？いくら言っても全然変
わらなかったです。
武蔵野分区だけは分かって下さった。東京クラブ
の7割が雇われ社長のため地区大会の意義が分からな
いのではないか。
50周年の実行委員長ですが相羽年度から実行した
いと思います。

◆ご提案

◆ご提案

ロータリークラブに入会させて頂き多くの方と知
り合いになり大変ありがたく思います。
ご家族が本日は、お父さんロータリーよ！と言っ
てくれるので忘れずに例会に来られます。
ロータリーは、職業奉仕と親睦ですが親睦は、ど
のときにすれば良いのか？奉仕は、体で奉仕か？お
金を出すのだけで済むのか？少し考えています。
大病したものですから今後も皆様のお手伝いをさ
せて頂き奉仕と親睦を努めてまいります。
例会に休まず来ることも親睦ですのでこれからも
宜しくお願い致します。

前々回の理事会で意見を出させて頂きましたが、
50周年に向けてもう少し会員増強をするため入会金
を安くする・会費を安くするとか入りやすくする形
を取った方が良いと思います。
会員さえ入って頂ければ諸問題は、解決出来る事
だと思います。他クラブでは、入会金・会費を安く
しているところも沢山あるようです。
是非とも検討してください。

■嶋田会員：

■相羽会員：

◆ご提案

■隅屋会員：

ロータリーには、定年がなく大変ありがたいで
す。若い人の意見を聞き大変勉強になります。感謝
しています。

■閉会点鐘：赤木会長

東京東村山ロータリークラブ

