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ロータリーでハッピーライフ！
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なろう

世界への
プレゼントに
なろう

■点鐘：戸澤会長

■司会：岩原会員

■幹事報告 飯田幹事

■会長報告 戸澤会長

　司会が第何回例会と言っていますので、点鐘の時
は、点鐘だけにさせて頂きます。
　今年、このところ宜野湾 RCさんがお越しになり、
先週は以前から決まっていた「IMと産業まつりの慰
労会」、また、今週 5日（土）が「クリスマス家族親睦移
動例会」。続きますが、これは理事会で決めて、宜野
湾は急遽歓迎会になりました。皆さんご理解頂きた
いと思います。
　昨日「たきび」で理事役員会を行いました。11 月の
収支明細は赤木会員から説明されて了承されました。

新年会について、協議しました。1月 7 日（木）に「あ
づま」で夕方 6時半から例会をしてから新年会を行い
ます。急遽ですが、卓話は細渕一男名誉会員様にお
願い致しました。ご本人も喜ばれていらっしゃいま
した。「宜野湾 RC創立 50 周年式典」に伴う親睦旅行
は、後程。

■国歌：君が代
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
　野澤(厚)会員

■ガバナー事務所、青少
　年交換委員会：
　2016年夏来日の青少年交
　換学生受入のお願いに
　ついて
　2016年夏(8月予定)来日
　学生のホストクラブに｡
　詳細については概ね5
　月頃の予定。
■多摩武蔵納税貯蓄組合連合会：
　中学生の｢税についての作文｣表彰式の実施について
　2015年12月15日(火)　17:30～
　於　東村山市市民センター
■回覧：
・病気予防と治療月間リソースの案内
　→ご希望の方はメールを転送しますので事務局まで。
・ロータリーコーディネーターニュース　2015年12月号
・武蔵野女子学院ニュースレター

■出席報告 石山会員
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◆戸澤会長・飯田幹事幹事：本日いよいよ会長ノミニー
　の発表です。会長ノミニー頑張ってください。
◆岩原会員：先日は夜間例会お疲れ様でした。山本さ
　ん八丈島の釣りの写真、ありがとうございました。
　来年はみんなで行きましょう。
◆戸澤会長：写真、ありがとうございました。
◆金子会員：写真、ありがとうございました。

西河会員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　相羽会員（15回目）

■会員誕生祝月：
　石山会員

■令夫人誕生祝月：
　野村会員、西河会員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 23 0 6 79.31

本日のニコニコ合計：      22,000円
　　累　　　計　　：     606,000円

■委員長報告

■北久保クラブ管理委員長：

　「宜野湾 RC 創立 50 周年式典」参加に伴う家族親睦
旅行について。野澤秀夫宜野湾ＲＣ友好委員長と協議
の結果を昨夜の理事会にお図りし、了承されましたので
ご報告させて頂きます。2016 年 1月27日（水）から１月

29日（金）までの 2 泊 3日。記念式典は 1月27日。記
念式典は、初日の夕方 18 時点鐘です。2日目は、友好
クラブとの合同観光の予定です。夜桜の見学も入って
います。三日目には宿泊ホテルで朝食後、東村山に夕
方到着予定です。宿泊は会場となるラグナガーデンホテ
ル（2 泊とも）。今のところ23 名参加。シングルのお部
屋希望の方は、回覧に記載をお願いいたします。初日の
昼食は羽田空港で予定させて頂いております。宜野湾
ＲＣ與儀（ヨギ）豊様のお手配により費用も安くして頂い
ております。航空機と宿泊はパックです。シングルで 6
万円です。その他、東村山羽田間、那覇空港ホテル間
のバス代金と二日目の観光や初日と三日目の昼食代等が
別途かかります。参加会費は事前に一律お一人様 10万
円お預かりさせていた抱き、ご清算の上、実施後にお返
しさせて頂きたく思います。（拍手で賛同頂く）沢山の
ご参加ありがとうございます。
　明後日のクリスマス家族親睦移動例会にご参加でマ
イクロバスご利用のかたは、17 時に東村山駅西口出発
なので遅れないようにお願い致します。どうぞよろしく
お願い致します。

■小町幸生継続事業
　プロジェクト委員長：

　プロジェクトの申請をして、11月30日に石山社会奉仕
委員長とガバナー事務所に行きました。守屋裕之委員
長ほか 4名の委員の方の面談でした。厳しい質疑があ
りましたが、當麻会員が地区に出ていまして、ご協力い
ただけましたので委員長からは非常に良い企画と評価
されました。しかし、金額的な問題を指摘されました。
金額的な問題をもう少し詰めて12月14日までに訂正を
して下さいと言われました。申し訳ありませんが、プロ
ジェクトの方数人でこのあと打ち合わせを行いますのでお
残り下さい。
　「歩こう会」3 年を迎えまして、12月12日に実施。今、
15 名のご参加を頂いています。もう少し増やしたいと
思いますので、よろしくお願いします。今回の幹事は、
戸澤会長と野澤秀夫さんと私です。午後２時からお昼。
上山口の「深山（ミヤマ）」という処で会食後解散という
ことになると思います。よろしくお願い致します。

■野村会員研修副委員長：

　「ロータリーの友」12月号。「いじめ予防を考える」。ス
マホなどで時代と共に変わるのだと思います。RIの指定
記事。RI会長のメッセージ。『贈り物を分かち合う』必ず
お読みください。感動的なお話が載っています。
　「地域社会で汗を流す」。全国のRCで様々な奉仕活
動を行っています。
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■クラブ協議会（年次総会）

■司会：飯田幹事
　只今より年次総会を開会しますが、その前に定足数の
確認を致します。東京東村山ロータリークラブ細則第 4
条、第 3 節に定める総会の成立は、会員数の 3分の1
の出席であります。本日の出席会員は 23 名であります。
従って本日の総会は成立することをご報告致します。
　次に、議長ですが、東京東村山ロータリークラブ細則
第 3条、第 1節に定める会長の任務の中に、「クラブの
会合及び理事会の議長を定める」とあります。よって、
議長を戸澤会長にお願いいたします。

■議長：戸澤会長
　只今幹事からありましたように議長を務めさせて頂き
ます。早速ですが、議事に入ります。始めに第一号議
案の会長ノミネート（次々年度会長）の指名に入ります。
當麻指名委員長宜しくお願い致します。

■當麻指名委員長：

　指名委員会より次々年
度の会長を発表致します。
クラブ細則第１条第１節に
より当クラブは指名委員会
を立ち上げ、委員長の私
當麻と小町副指名委員長
と慎重審議の結果、東京東村山ロータリークラブ次々
年度会長には石山　敬君に決まりましたのでご報告致
します。

■次年度会長
 （金子会長エレクト）：

　ご指名でございますので、発表させて頂きます。事前
にお話をさせて頂きまして、快くお応え頂きましてありが
とうございます。

五大奉仕委員長発表
・クラブ奉仕委員会委員長：石山　敬会員さんです。
・職業奉仕委員会委員長：野澤秀夫会員さんです。
・社会奉仕委員会委員長：小町幸生会員さんです。
・国際奉仕委員会委員長：野村高章会員さんです。
・青少年奉仕委員会委員長：山本智治会員さんです。

五大奉仕委員長さんは、以上の５名の方にお勤め頂きた
いと思います。

　理事と役員ということでございますが、理事につきま
しては、只今のお話にありました副会長になられる石山
さん。野澤秀夫さん、小町さん、野村さん、これで４名
です。それから、例会運営委員長には中丸繁男さんに
お願い致しまして、１名。それに私会長と私の年度に直
前となられる戸澤直前会長。２名でございます。理事
会報告等が７名になります。
　役員ですけれども、理事に成られない方で理事役員
会の構成メンバーになられる役員さんは、次年度は幹事
の北久保さん、副幹事の岩原さん、青少年奉仕委員会
委員長の山本さん、会計の赤木さんでございまして４名
です。トータルで理事役員会の構成メンバーは１１名と
なります。以上ご報告させて頂きますのでどうぞよろし
くお願い致します。

■議長：戸澤会長
　只今会長エレクトより発表がありましたが、次年度の
役員及び理事にご意義ご賛同頂けますでしょうか？
　『異議なし』（拍手）
　意義なしと認めます。よって次年度役員及び理事は
承認されましたのでご報告いたします。ありがとうござ
いました。

■議長：戸澤会長
　只今當麻　誠指名委員長より発表がありましたように
会長ノミニーには石山　敬会員とすること決まりました
ので、議長からも改めてご報告させて頂きます。

■司会：飯田幹事
　次に移ります。東京東村山ロータリークラブ会長エレ
クト（次年度会長）より、次年度役員及び理事の発表を
お願いいたします。

■司会：飯田幹事
　戸澤会長ありがとうございました。それでは、ここ
で、石山敬会長ノミニーよりご挨拶をお願いいたします。

■挨拶と幹事の指名：石山会長ノミニー
　このたび、當麻指名委員長より、2017～ 2018 年度の
会長指名を受けました石山敬です。謹んでこの大役を
お引き受けいたします。会長ノミニー 48 歳というとても
若輩者ではありますが、今から会長になるまで１年半あ
ります。この１年半の間に最大限の成長をし、行動、言
動、所作。全てがロータリークラブの会長に相応しい人
と成れるよう精いっぱいの努力を重ねてまいります。ま
た、幹事には岩原隆会員にお願いしました。私は若す
ぎる会長、また岩原会員は入会したてでロータリー経験
の浅い幹事となります。そうした二人での会長幹事とな

　「カンボジアで乳がんの検診」。個人的には、私の三
男坊が修学旅行でカンボジアとラオスに行く。最近は少
人数で行動するスタイル。
　「東北すくすく気仙沼プロジェクト」。東京 RCチャレ
ンジ 100 委員会。
　「公益財団法人・ロータリー日本財団・平成 26 年度
事業報告」。これを読んで頂ければ理解が深まります。
　「バギオ基金で夢をかなえています」。向こうから出て
きて、日本で勉強して活躍している人の記事が載ってい
ます。看護師国家試験に挑戦。
　「第 5回・日台ロータリー親善会議のご案内」。来年
6月5日石川県で開催。台湾では八田與一（ヨイチ）さ
んが大変有名です。台湾の農業の父と言われています。
　「今年度の会長主催会議｣も指定記事になっています｡
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りますが、一生懸命二人で手を携えて頑張ってまいりま
すので、皆様の温かいご指導ご鞭撻をどうぞよろしくお
願い致します。以上です。

■議長：戸澤会長
　私も今回議長ということで、クラブ概況を確認致しま
したが、分かりにくい箇所もあります。先輩が作成され
たものですが、昨日も理事会で問題になり話し合いまし
た。もう少し揉んでから次年度変えなければいけない
箇所が出てきました。
　総会については、ご協力ありがとうございました。こ
れで、議長を解任させていただきます。

■司会：飯田幹事
　これを持ちまして、年次総会を終了させていただきます。

■クラブ協議会（上半期を顧みて）

■司会：飯田幹事
　『今年度上半期を顧みて』今年度の五大奉仕の各委員
長から発表をお願いいたします。

■金子クラブ奉仕委員会委員長：
　上半期を顧みてということでございますが、各委員長
さんのお力が有ったればこそでございます。各委員長さ
んのお声を出来るだけ代弁させて頂いてお話させて頂
いてお許しを賜りたいと思います。
　クラブ管理委員会の北久保委員長さん、嶋田副委員
長さんを始め委員の皆様。週報の発行や各種の行事つ
いて大変お骨折りを頂きました。本当にありがとうござ
います。
　例会運営委員会の山本委員長さん、西河副委員長さ
ん、例会の指定席になってしまいました。委員の皆様
方、毎週の例会や夜間例会などについていつも事前に
ご準備を頂き、またお片付けを頂きまして、立派に運営
して頂きまして、出席率も大変向上したと思うんですね。
本当にありがとうございます。
　プログラム委員会の村田委員長さん、目時副委員長さ
ん、何かとご多用のところ工夫を凝らして頂き充実した
例会を企画して頂きまして、ありがとうございます。
また、会員増強委員会の荻野委員長さん、野澤秀夫副
委員長さんと一緒になって会員増強が困難な背景がある
と思うのですが、頑張って頂きまして本当にありがとう
ございます。
　会員研修委員会につきましては、中丸委員長さん、そ
して本日含蓄のあるお話を頂きました野村副委員長さ
ん、また委員さんには大所高所からご指導頂きまして、
本当にありがとうございます。私がクラブ奉仕委員会の
委員長というお役に就かせて頂いておりますのも今お話
をさせて頂きました皆様方のお力とここにおいでのみな
さま方のお力があってのことでございますので、高い席
ではございますが、心から御礼を申し上げます。戸澤さ
んと飯田さんの年度もいよいよ折り返し点になりました。
暮が終わって一月。皆さんも力を合わせて頂きまして、
どうぞ楽しいロータリーに共通の認識を持って頂きまし
て、あと半年間、私も一生懸命下支えをさせて頂きたい
と思います。暮になりました。お身体、どうぞお大切に

なさいますよう。意のあるところをおくみ取り頂ければ
大変ありがたいと思います。ありがとうございました。

■野村職業奉仕委員会委員長：
　ガバナー訪問時に鈴木ガバナーより、職業奉仕の勉
強を是非して頂きたいとのお話がありました。クラブ概
況の事業計画に載せたように、勉強会については、1月
が職業奉仕月間なので1月14日に卓話を予定していま
す。研修会への出席については、地区職業奉仕委員会
が開催する研修会が 7月28日・11月24日にあり出席
してきました。7月の委員会は、以前委員長報告でお話
ししましたが、パネルディスカッションで 100 年以上の
老舗企業が選ばれて、寝具の西川・果物の千疋屋･おせ
んべいの松崎をパネラーにして、進行役が山本海苔とい
う事で、結論としては、野崎ガバナー補佐が提唱する
｢不易流行｣が老舗の経営方針の中に脈 と々流れていま
した。
　また、先日の11月の研修会では、｢渋沢栄一の今日的
役割｣というテーマで、成る程明治時代の先人が必死に
欧米列強に負けまいとして、頑張っていたんだなと感じ
るセミナーでした。同時代の三菱・三井等の財閥が台
頭してくる時代であったにも関わらず渋沢栄一さんは、
約 470 社の民間企業を育てた希有な存在でした。そこ
ら辺がロータリーとして身近に感じるセミナーでした。
あと半年頑張ります。

■石山社会奉仕委員会委員長：
　委員長に石山敬、副委員長に野村高章会員、委員に
中條基成会員の3人です。私自身 5大奉仕の委員長が
初めての経験となり、非常に大きなプレッシャーの中で
今年度がスタートしました。務まるかどうかが心配でし
たが、副委員長のパスト会長、委員に元 JC 理事長の中
條会員がいらっしゃることで強い安心感を抱きました。
　上半期のスタートは、ロータリー財団への地区補助金
プロジェクトの構想並びにミーティングから始まりまし
た。申請書の期限が 9月30日ということもあり、期限
が限られた中での計画ではありましたが、7回から 8回
のミーティングを重ねてなんとか 9月25日にガバナー事
務所に提出することができました。
　プロジェクト名は『東村山歩こう会ハッピーライフ支援
プロジェクト』となりました。
　提出までご協力ご尽力頂いた多くの会員の皆様本当
にありがとうございます。
　その後、『IM』のための準備段階で副実行委員長の
仕事を通して勉強させて頂きました。分区並びにクラブ
の定例行事ではありますが、今年度はホストクラブに当
たり、広い意味での社会奉仕の一貫としてリンクさせな
がら10月23日のIMを無事に終えることが出来ました。
　準備段階で並行して行われたのが 11月13日14日の
『東村山市民産業まつり』への取り組みでした。今年度
は昨年の前小町社会奉仕委員長さんが企画して頂いた
事業の継続でしたので大枠は決まっておりましたが、
IMの実行委員長にご負担の掛からないよう配慮を重ね
ミーティング 2回。買い出し１回というエコの準備で当
日を迎えることができました。『子供に夢と希望を』とい
うテーマが決まり、方向性が定まった気がしました。実
際天候が気になりましたが、日曜日は晴れの天候に恵ま
れ、綿飴、輪投げ、風船、竹とんぼ、紙芝居、ティシュ配
り。パネル展示と色々な社会貢献が出来たと感じまし
た。小さいお子さん親御さんの喜ぶ顔を臨場感たっぷり



東京東村山ロータリークラブ

■閉会点鐘：戸澤会長

■樺澤国際奉仕委員会
　副委員長：

　ＲＩのラビンドラン会長
が先月号で「平和をもって
暴力と戦う」ということ書
かれておりました。教育、
理解、そして平和という武
器で戦う時私たちは真の世界のプレゼントになれるとい
うことを言われておりました。これは、ロータリーの心
に繋がるのではないかと思っております。田中委員長、
山本委員、と私で構成されております。
　国際奉仕委員会としては出来るだけ多くの会員の方に
ソウルで開催されます世界大会にご出席頂きまして、相
互理解を図りまして、また、米山の元奨学生の姜さんとも
お会いして相互理解を深めていきたいと思っております。
皆様にソウルに参加して頂きますようお願い致します。
　ロータリー財団委員会は當麻委員長、町田副委員長、
小町委員より構成されておりますが、先月當麻委員長が
財団月間に因みまして卓話をされました。毎年150ドル。
ご協力を頂いております。また、長い間ポリオにご協力
を頂いておりましたが、いよいよ来年度は無くなります。
是非最後のご協力をお願い致します。地球からポリオ
が無くなることを希望しております。
　米山奨学委員会は、相羽委員長、村越副委員長、そ
れに私が努めさせていただいておりますが、皆様のご協
力を頂きまして、米山功労者、奨学金の賞を頂いており
ます。下半期に向かって更に頑張っていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いします。

■中丸青少年奉仕委員会
　委員長：

　青少年奉仕委員会は、
委員長が私、副委員長が
清水さん、委員に野澤厚子
さん。
　包括委員会としての青少
年交換では清水青少年交換委員長、副委員長が私、そ
れに委員に岩原さん、このメンバーで構成されております｡

で拝見することが出来ました。その結果 2日間合計で
10万 5301円の売り上げ。経費は 5万4252 円。収益 5
万 1049 円となり、このすべてを消防少年団、交通少年
団への活動資金として寄付できる運びとなりました。こ
の企画の遂行に当たっての需要な道具。綿飴機械や紙
芝居関係机椅子などご提供頂きました野澤秀夫会員さ
ん、竹とんぼおよそ 250 本のご提供にご尽力下さいまし
た嶋田さん、野﨑征吉元会員さん、そして二日間大変な
ご苦労をされながらご協力頂きました多くの会員の皆様
本当にありがとうございました。12月12日の（土）に『歩
こう会』が社会奉仕委員会の上半期の最終行事になりま
す。『歩こう会』は当初は同好会の範疇でしたが、次年
度に地区補助金プロジェクトの事業になる予定ですの
で、社会奉仕活動の意味合いが強くなってきました。
よって社会奉仕委員長の私も初めて歩こう会に参加させ
て頂きます。多くのご参加をお待ちしています。
　最後に最も多く奉仕する者もっとも多く報いられる。
で締めさせて頂きます。

　事業計画をクラブ概況にも記載させて頂きましたが、
「市内の青少年育成を目的とする諸団体への助成を行う」。
上半期は石山社会奉仕委員長が大活躍されまして、産
業まつりが無事に終わりました。売り上げの収益金に
上乗せして消防少年団、交通少年団にご寄附をさせて
頂きます。また、12月15日には税務署の関係の税の
作文の表彰式がございますので、理事会で承諾を得ま
した会長賞を出させて頂きます。
　次年度に予定される青少年交換留学生についての受
け入れ態勢。これは大変です。実は私、これまで２回
とっかかりのメールの送信を担当してきました。一人だ
けがやってもまずいので、向こうの学生は非常に不安に
思っています。メールがいくと非常に安心します。野澤
秀夫さんがファーストファミリーだった時、野澤さんの家
族とかご自宅の写真を添付して送信しました。そうした
ら非常に安心しましたので、私も次年度の青少年交換の
メンバーの方に最大限のご支援をしますのでよろしくお
願いします。
　インターアクト、ローターアクトからの卓話を行い交流
を深める。ですが、5月12日青少年奉仕月間に因んで
は卓話をお願いしたいと思っております。
　以上の通り報告させて頂きます。下半期も頑張ります
のでよろしくお願いします。


