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第2346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

■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｣
◆ソングリーダー：
石山会員

◆お客様：
東京秋川RC
小林 敦様

◆お客様：
東京東村山青年会議所
理事長 北野 雄二様
青年会議所と東村山RC
との合同例会のご挨拶
◆入会予定者：
岩原 隆様

■お客様紹介：
野澤パスト会長

■会長報告

◆お客様：
◆お客様：
東京清瀬RC
東京清瀬RC
森原 弘成様
栗原 洯様
東京清瀬RC解散のご報告

■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

赤木会長

皆様、2月17日の地区大会大変お疲れ様でした。又
その後の宣野湾ロータリークラブ及び田無ロータリ
ークラブとの3クラブ合同懇親会、総数53名と大変多
くの会員に参加して頂きました。大変有意義な時間
を過ごせたものと思っています。又その後、宣野湾
■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

クラブ有志との沖縄時間迄お付合いして頂きました
会員の方、本当にご苦労様でした。
東京清瀬ロータリークラブの森原弘成様、栗原洯
様、東京秋川ロータリークラブの小林敦様、東村山
青年会議所理事長北野雄二様、本日の当クラブ創立
記念例会にご来訪下さいまして大変有難うございま
す。又、入会予定者の岩原隆様、ようこそ例会にい
らっしゃいました。3月の第一例会に入会式を行いま
す。
去る2月19日、第5回の多摩分区連絡会が秋川ロー
タリークラブのホストにより開催されました。この
席上、次年度ガバナー補佐野崎一重会員、分区幹事
町田清二会員が紹介されました。今回はロータリー
デーの詳細活動について、会員増強に当たり女性会
員について協議致しました。
続きまして、25年度より青少年奉仕委員会が、東
村山税務署管内の中学生の税に対する作文コンクー
ルに協賛し、東村山市内の中学生に対し東村山ロー
タリークラブ会長賞を授与しているので、26年度の
会長賞受賞の作文を受賞生徒に例会にて発表して頂
きたいのですが、スケジュールが合わない為、本日
皆様に東村山市長賞、東村山ロータリークラブ会長
賞の作品を配布致しましたのでご覧下さい。

■幹事報告

■国際ロータリー日本事務局：
2015年3月のロータリーレート

2015年6月5日(金) 19:00〜
於 サンパウロ｢インターコンチネンタルホテル｣
登録料 23000円
■青少年交換委員会：
地区青少年交換委員会・意見交換会の案内について
2015年4月15日(水) 18:00〜
於 ホテルグランドパレス
■職業奉仕委員会、社会奉仕委員会：
地区合同(職業奉仕、社会奉仕)セミナー開催の案内
について
2015年3月23日(月) 15:00〜
於 ホテルメトロポリタン
■東京田無ロータリークラブ：礼状の受理
■例会変更：
所沢中央ＲＣ

3/16(月)→3/14

Ｉ･Ｍ変更

他

■回覧：ハイライトよねやま

■感謝状

田中幹事

1ドル＝118円

■ガバナー事務所：
・地区大会の礼状の受理
・シーサー会(石川パストガバナーの会)第2回開催の
案内について
2015年4月3日(金) 18:30〜
於 沖縄ハーバービューホテル

感謝状（3千万円達成クラブ）・会員増強・拡大賞

■出席報告

清水会員

■ガバナー事務所(ホスト：東京本郷ＲＣ)：
2014〜15年度ＲＩ第2580地区地区研修協議会開催
のお知らせについて
2015年4月8日(水) 登録 13:00〜
於 ハイアットリージェンシー東京
会長部門をはじめ9部門へ出席とのこと
■ガバナー事務所：
台湾・第2480地区(姉妹地区)地区大会のお知らせに
ついて
2015年4月18日(土)〜19日(日)
於 台北圓山大飯店
ガバナー事務所へ申し込み、登録料等は現地支払い
■国際奉仕委員会：
サンパウロ国際大会ジャパンナイトパーティの案
内について

在籍会員数

出 席

27 24

免

除

0

欠

席

3

出席率

88.89

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：92.59％
■前々会メークアップ者：
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■ニコニコＢＯＸ

西川会員

■ご結婚祝月：中條会員

■委員長報告
■飯田クラブ管理委員長：
5月に予定をしています親睦旅行のご案内です。
今回は、近場の箱根でAプランとBプランの両方を提
案させていただきました。プランは、多数決で決めさせ
ていただきたいと思います。

東京東村山ロータリークラブ親睦旅行
5月28日（木）・29日（金）

IN箱根

Aプラン（箱根天成園）1泊1名様
26000円前後（1泊2食飲み放題・バス代・工場見学・1日
目の昼食・飲み物込）
Bプラン（箱根ハイアット・リージェンシー）1泊1名様
46000円前後（1泊2食飲み放題・バス代・工場見学・１日
目の昼食・飲み物込）
◆森原様、栗原様：
本日はご報告と御礼のご挨拶に伺いまし
た。どうぞ宜しくお願いいたします。
◆赤木会長、田中幹事：
東京清瀬ＲＣ森原弘成様、栗原洯様、東
京秋川ＲＣ小林敦様、東村山青年会議所
理事長北野雄二様、入会予定者岩原隆様､
ようこそ当例会においで頂きありがとう
ございます。本日は記念すべき創立記念
日とおうています。会員皆で先人の皆様
に感謝し、これからも共々に東村山ＲＣ
が発展できるよう頑張りましょう。
◆野澤会員：東京秋川ロータリークラブ小林様、東京
清瀬ロータリークラブ森原様、栗原様、
ようこそおいで下さいました。先輩の皆
様方には大変お世話になっております。
桜の花はパッと咲き、パッと散りますが､
ロータリーの友情は永遠に散りません。
これからもよろしく。
◆町田会員：清瀬ＲＣ森原様、栗原様、秋川ＲＣ小林
様、本日はようこそお越し下さいました｡
いつもお世話になりまして、感謝申し上
げます。
◆野崎会員：東京清瀬ロータリークラブ森原様、栗原
様、東京秋川ロータリークラブ小林様、
ようこそいらっしゃいました。當麻さん
本日の卓話よろしくお願いします。
◆嶋田会員：森原様、お久しぶりです。今日はごゆっ
くりおくつろぎ下さい。
◆金子会員：岩原さん、これからよろしくお願いしま
す。本日、職業奉仕で途中で失礼させて
頂きます。

※参加者30名以上の場合は、通常の大型バスへ変更に
なります（現在DX27名バス）。
ご希望があれば、トイレ付バスも検討いたします
※1日目の昼食は、足柄牛が食べ放題・アサヒビール他が
飲み放題になります。
※2日目の歩こう会代・ゴルフ代は、各自精算でお願いし
ます。
■1 日目
7：00 東村山駅西口噴水前集合（時間厳守）
7：30 圏央道入間 IC 〜蛯名 JC 〜大井松田 IC 〜
サントリービール工場
10：00 ビール工場着（見学 60 分〜 90 分）10:30 分〜
予約済み
12：00 ビール工場内アサヒビール園
『焼肉飲み・食べ放題』
14：00 ビール工場出発〜岡田美術館見学
（歌麿 深川の雪）
16：00 ホテル着（19:00 〜食事）
■2 日目
◆ゴルフ部
（例）近隣のゴルフ場へ

帰路のバス中で成績発表

◆歩こう会
（例）箱根鉄道〜箱根ロープウェー〜芦ノ湖遊覧船〜
箱根関所跡
9：00 強羅駅〜大涌谷駅
9：30 大涌谷駅（観光・散歩 1 時間）〜早雲山駅
11：00 早雲山駅〜桃源台駅
11：30 桃源台駅（港）〜箱根関所跡
12：30 箱根関所跡（見学・食事）
14：30 箱根関所跡〜ゴルフ部と合流し帰路

本日のニコニコ合計：
30,000円
累
計
： 1,140,000円
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■卓話

想を適用すること。
4. 国際間の理解と親善と平和を推進すること。
（要約）

■卓話者紹介：
野崎パスト会長

■公式標語
・「超我の奉仕」(Service Above Self) …第 1 標語
1911 年のポートランドで開催された「第 2 回全米
ロータリークラブ連合会」で発表され、1950 年のデ
トロイト国際大会でロータリーの「公式標語」とし
て採択された。
・最も良く奉仕する者、最も多く報いられる。
(He proﬁts most who serves best) …第 2 標語

■卓話者：
當麻パスト会長

■国際ロータリー（RI）テーマ
RI 会長より毎年出されるメッセージでその年度を
通じて、奉仕活動の方向づけとなるものである。

創立記念に因んで
皆さんこんにちは、ロータリーは実践主義（アイサ
ーブ）
ですがロータリークラブを運営するに当たり 2
つの指針がございます。
1）は行動指針であります。
これは、決議 23-34 によって明確に記載してありま
す。クラブ概況にも載せてありますので皆さん一
度ご購読下さい。
2）はロータリーの組織管理原則であります。
本日は、このテーマでお話をさせて頂きたいと思
います。この文章は、ロータリー文庫からのもの
です。この文庫を参照しながらお話をさせて頂き
ます。
■概要
国際ロータリーには、ロータリー財団が併設され
ており、ロータリー財団国際親善奨学生を全世界に
派遣している。日本からは、緒方貞子が戦後の財団
奨学生として、アメリカに派遣されている。
国際ロータリーの中央事務局は、アメリカのイリ
ノイ州エバンストンにある。クラブ数、会員数とも
にアメリカが世界 1 位。201 カ国と地域に 34,282 ク
ラブ、会員総数は 1,218,199 人である。（2011 年 12 月
末現在・公式誌による）
ロータリーの年度は 7 月 1 日〜 6 月 30 日で、すべ
ての役員の任期は 1 年であり原則的に再任はない。
2011-12 年度 RI 会長は、印度クジャラート州バピク
ラブのカルヤン・バネルジーで、本年度のテーマは、
「心の中を見つめよう 博愛を広げるために」である。
なお、次年度の会長を「エレクト」と呼称し、日本の田
中作次 ( 埼玉県八潮ロータリークラブ ) が指名され就
任予定である。
■綱領（目的）
有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、こ
れを育成し、特に次の各項目を鼓吹、育成することに
ある。
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 自己の事業と専門職務の道徳的水準を高めること。
（要約）
3. 個人生活、事業生活及び社会生活に常に奉仕の理

・2014 年〜 2015 年 C. K. ホァン会長。
テーマ「ロータリーに輝きを」
・2012 年〜 2013 年度
「奉仕を通じて平和を」"Peace Through Service"
・2011 年〜 2012 年度
「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」
"Reach Within to Embrace Humanity"
・2010 年〜 2011 年度
「地域を育み、大陸をつなぐ」
"Building Communities Bridging Continents"
・2009 年〜 2010 年度
「ロータリーの未来はあなたの手の中に」
"Future of Rotary is in your hands"
・2008 年〜 2009 年度
「夢をかたちに」"Make Dreams Real"
・2007 年〜 2008 年度
「ロータリーは分かちあいの心」"Rotary Shares"
・2006 年〜 2007 年度
「率先しよう」"LEAD THE WAY"
■組織
綱領（目的）推進管理の主体は、RI 理事会である。
理事会は、RI 会長・会長エレクト（次期会長）・およ
び各地域ゾーンから選ばれた理事 17 名で構成され、
この理事のなかには一名の副会長と財務長が含まれ
る。理事の外、管理事務担当として事務総長、地区の
管理者としての地区ガバナーがある。
国際ロータリーと各クラブを結びつける管理上の
機構として「地区」がある。ガバナーを始め、地区役
員は地区内クラブの会員によって組織される。日本
は、3 ゾーン・34 の地区に区分され、東京の第 2750
地区にはマリアナ・ミクロネシア・グァムを含む。
地区ガバナー District Governor（台湾では「総監」・
韓国では「総裁」。日本ではそのまま「ガバナー」と呼
称する）は、地区内における国際ロータリーの唯一の
管理役員である。地区内クラブによって指名され、
RI 国際大会によって選挙される。その資質として、
所属クラブからの尊敬と信頼をえていること。優れ
た経営力を持ち職業上高い世評を得ている人物であ
ることが求められる。
■奉仕部門
「綱領」を推進するために大別して次の 5 つの奉仕
部門がある。
1. クラブ奉仕部門
2. 職業奉仕部門
3. 社会奉仕部門
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4. 国際奉仕部門
5. 新世代奉仕部門
■ロータリープログラムによる組織
ロータリーの展開する新世代プログラムのひとつ
として、若者で構成するクラブの結成を奨励してい
る。これらクラブは国際ロータリー直属の会員では
ないが、重要な
「ロータリーファミリー」と位置付け
られている。
各ロータリークラブからの提唱・ガバナーの確認・
国際ロータリーの承認によって、そのロータリーク
ラブのあるエリアにクラブが結成される。「提唱」に
よるため、これらのクラブをエリアに持たないロー
タリークラブもある。承認を受けると、認証状・旗
（クラブのシンボルマークとクラブ名が描かれたも
の）・鐘（例会の開会・閉会時に鳴らす）が当該クラブ
に与えられる。
これらのクラブでは、地域での奉仕活動などの独
自の活動に加え、活動実績の報告・会員やゲストに
よるスピーチ（卓話）などが行われる「例会」を持つ。
また、ロータリークラブ関係の会議に招待されるこ
ともある。

■国際大会
RI 国際大会は全ロータリアンを鼓舞激励し、かつ
情報を与えることにより組織の発展と活性化をはか
る目的で世界各地の会員が一都市に集まり、毎会計
年度の最後の 3 ヶ月間（4 〜 6 月）理事会の決定によ
る場所で開催される。2008 年度以降の開催場所は、
次のとおりである。2008 年 - ロサンゼルス ( 米国 )・
2009 年 - バーミンガム ( 英国 )・2010 年 - モントリオ
ー ル ( カ ナ ダ )・2011 年 - ニ ュ ー オ リ ン ズ ( 米 国 )・
2012 年 - バンコク ( タイ )。
３）最後のテーマですが、東京東村山 RC50 周年に向
けて会員全員が一致団結して進もうではありませ
んか！
ご清聴ありがとうございました

・ローターアクトクラブ
18 〜 30 歳の男女で構成され、そのモットーは「奉
仕を通した親睦 (Fellowship Through Service)」で
ある。大学を構成単位とするクラブもある。
・インターアクトクラブ
高校生または 14 〜 18 歳の男女で組織される。基
本的には高校を構成単位としているが、一校内に
限らず地域の数高からメンバーを集める事も認め
られている。学校名をクラブ名に冠する場合が
多い。
■会員組織
一業種一人の会員制は、長年ロータリーの基本的
特色であったが 2001 年その制約が緩和された。すな
わち 5 の範囲内でなら認められる様に改定されてい
る。但し 51 名以上のクラブにあっては、同一職種が
10% を超えない範囲で同一業種の会員を選出できる
として、（現実的には 6 名の同一職種会員の存在する
クラブは、60 名の会員が必要である）時代の変化に対
応し制約の緩和を図ったもの。とは言っても、均整
の取れた会員組織維持のために「同一業種上限 10%」
としたものである。
■沿革
1905 年にアメリカのシカゴで弁護士ポール・ハリ
ス (Paul P. Harris)（1868 年 -1947 年）が、シ カ ゴ の 大
火の後、友人 3 名と、1 つの業種につき 1 人の会員を
原則として創立した相互扶助の親睦クラブを起源と
する。会員の事務所を輪番で会合場所としたことか
らロータリークラブと呼称した。
その後アメリカ各地にクラブが誕生すると、1910
年には「全米ロータリークラブ連合会」を結成。カナ
ダやイギリスにも広がったことにより、1912 年には
「ロータリークラブ国際連合会」と改称。さらに 1922
年のロサンゼルス国際大会において
「国際ロータリー」
と改称された。
■各クラブへの入会システム
入会する資格は、自由裁量権をもつビジネスマン
か専門職業人であり、クラブがその地域内の代表的
な業種の中から選んで入会を勧誘する。

■閉会点鐘：赤木会長
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