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司会︓山本会員 点鐘︓野澤会長 幹事報告︓平野幹事

合唱︓石山会員 出席報告︓神﨑会員
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■会員数︓27名

■免除者︓1名
■欠席︓3名

■出席者︓23名
■出席率︓88.46％

■3週間前出席率
 （修正後)︓92.31％
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点鐘︓野澤会長
合唱︓ソングリーダー︓石山会員
　それでこそロータリー
お客様紹介︓當麻会員
会長挨拶・会務報告︓野澤会長
幹事報告︓平野幹事
出席報告︓神﨑会員
ニコニコボックス︓髙野会員
お客様挨拶
委員長報告
卓話
謝辞・閉会点鐘︓野澤会長

ご紹介並びにご挨拶︓野澤会長
発表
コメント・講評
閉会挨拶︓野澤会長
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今年度会長テーマ 時を守り、場を清め、礼を正す

東京東村山ロータリークラブ
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クラブ協議会

会長幹事と打ち合わせ
ガバナー 若林英博様 (東京麹町RC)
地区副幹事 茂手木克夫様 (東京東江戸川RC)

司会︓平野幹事
ご紹介並びにご挨拶︓野澤会長
　ガバナー︓若林英博様 (東京麹町RC)
　多摩分区ガバナー補佐︓町田清二様
　多摩分区幹事︓赤木盛一様
　第2580地区副幹事︓茂手木克夫様 (東京東江戸川RC)
①新型コロナウィルスで困っている人々を支援しよう

②ポリオ根絶に向けて頑張ろう

③元気なクラブになろう

④会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう

・地区補助金を活用しての東村山社会福祉協議会と
　連携した事業として、コロナ禍で困っている
　一人親世帯に生活必需品＋クリスマスケーキを
　贈る事業。
・献血活動を東村山市とタイアップして実施。

現状︓ポリオプラス︓50＄から80＄にします。8名
の会員完了。町田ガバナー補佐はすでに10万円。
残りの会員は分割で進めています。アフガニスタン
とパキスタンに残る。ポリオフリーになった国でも
今後ポリオが入ってこないように対策するため、10
億円が必要。継続的なご支援をお願いいたします。

ガバナーや会長の方針に則り、意識の高い仲間を
増やしたい。力を合わせて会員増強をしなければ
ならない。10/21のオープン例会で、日体桜華校の
小巻学校長に卓話依頼。一般の6名の方が参加。
今後、活動をプッシュする。更に、入会5年未満の
会員を中心に炉辺会合を行い、情報交換をしてゆき
たい。

「ガバナー月信」で「コロナ禍でも例会を止めない
でください」と発信されていましたように、今年度
の当クラブは、例会を一度も休むことなく開催し
続けて、会員皆様の高いモチベーションを保ち続け
ました。リアル例会開催の僅かなチャンスに、パソ
コンやスマホによるZoomのトレーニングを例会内
で重ねてこられた賜物です。 上半期には100％出席
率の例会が4回ありました。55年の歴史で初めて
IACを提唱。RIから認証も受けました。既に積極的
に動き始めています。東村山市にSDGsのパートナー
認定制度を登録。当クラブは、世界や日本において、
世の中にこのような貢献をしているという発信内容
を、会員に具体的な言葉で共有することができたの
もクラブを元気にするひとつになったと思います。
My Rotary登録率向上。30％→74％まで向上。

■北久保クラブ奉仕委員長

■榎本国際奉仕委員長

■鈴木社会奉仕委員長

■中條会員増強委員長

⑤ロータリーの公共イメージをアップさせよう
■平野公共イメージ担当

町田清二 多摩分区ガバナー補佐
野澤秀夫 会長
平野裕明 幹事
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日体桜華校がターゲットに。6/8嶋村委員長のアポ
イントで、日体桜華校小巻校長、池上教頭他担当
教員、嶋村委員長、町田ガバナー補佐、野澤会長、
平野幹事他3人で面談し、前向きに取り組むことに
なりました。7月に平井地区拡大委員長の卓話。9月
に東京江北RC畠山会員のZoom卓話で、資金面を
含めて具体的なお話で、理解が深まったと思います。
更に、9月にインタアクト委員会の準備会が出来、
中條委員長就任。インターアクト設立申請書を町田
ガバナー補佐を通じて高校側の署名を頂く。12/6
小巻学校長、野澤会長、若林ガバナーがサイン。
ロータリー日本事務所に提出。10/31に認定書が
下りました。12/6地区インターアクト委員会藤野
副委員長、中條委員長と野崎委員が池上教頭と打ち
合わせ、5月に祝賀会を開くことになった。新年度
の生徒は、4名で始まる。同校インタアクトと当
クラブがコラボして活発な活動をして双方が発展
すれば最高と思います。

東京立川RCをスポンサーに発足してから55年になり
ました。来春の創立55周年記念式典は、コロナ禍の
終息が見えない中、野澤会長ができるだけ簡素に
という想いで開催。2/24(木)14:00開始です。会場、
東村山市市民ステーションサンパルネにて式典と
記念講演を開催します。時節柄、多摩分区では、会長
と幹事さんにご案内ということになりました。今回、
若林ガバナーが掲げる「世界で、日本で、地域で、
良いことをしよう」それと、野崎パストガバナー補佐、
町田ガバナー補佐とも「不易流行」ということを
述べています。これを掲げた中で、記念事業を3っ
行います。「地区補助金を活用した新型コロナウィ
ルスで困っている一人親家庭を支援する事業」
「元気なクラブが、地域の高架鉄道駅構内に音楽で
街を元気にしようとするピアノを寄贈する事業」
「奉仕の国際理解に貢献し、友好的に高校生を対象
に、幅広い活動を目的とした青少年奉仕プログラム
であるインターアククラブトの設立事業」
実行委員会を組織して準備を進めています。

当クラブの公共イメージ向上の取り組みを５つの
項目に分けて報告します。
【1】SNSの活用
【2】ホームページに関して
【3】週報
【4】公的機関やマスコミとの連携
【5】過去の奉仕活動
ハード面、システム面での公共イメージ向上の
仕組みは整ってまいりました。器は出来上がり
ましたので、その中身を充実させていければと
思います。

■小町幸生創立55周年記念式典実行委員長

■野崎地区拡大委員長
⑥IAC設立

⑦東京東村山ロータリークラブ創立55周年

コメント・ご講評
　ガバナー　若林英博様
　多摩分区ガバナー補佐　町田清二様

閉会の挨拶︓野澤会長

③お客様紹介 當麻会員

東京秋川RC会長　岡野悦史様
東京秋川RC幹事　町田勝俊様

多摩分区パストガバナー補佐
山田宗孝様(東京秋川RC)

多摩分区パストガバナー補佐
法理規夫様(東京秋川RC)

多摩分区パスト分区幹事
齊藤章浩様(東京秋川RC)

東京秋川RC会長ノミニー
関根由起子様

ガバナー　若林英博様
　(東京麹町RC)
地区副幹事　茂手木克夫様
　(東京東江戸川RC)
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④会長挨拶・会務報告 野澤会長

⑤幹事報告 平野幹事

■ポールハリス・フェロー認定書とピン 大仁田会員

地区公共イメージ向上委員会委員
佐藤旭克様(東京秋川RC)

東京秋川RC事務局　小林容子様

⑧お客様挨拶

先ほどのクラブ協議会が終わりました。発表者のご
努力で予想以上の良い内容でした。昨日は冬至。
一番夜の長い日。新聞のコラムに、「白々と女
沈める柚湯かな」日野草城︓作。冬至には柚子湯を
湧かす習慣がある。一年の苦労の垢を洗い流して
新しい年へ向かってゆく。今一人の女が身を沈めて
寛いでいる。湯の中に白々とゆらめく姿は妙に
艶めかしい。当人は今年の苦労一切合切をすっかり
洗い流して無の状態になっている。クリスマス、
大晦日、新年と時の流れの音が聞こえる。まずは
今年一年に感謝。来年も家内安全一病息災で迎えた
し。冬至は来福でもある。明日から昼間の時間が
伸びる。頑張ろう。良い新年をお迎えください。

・ポール・ハリス・ソサエティ入会 希望の方は
　事務局まで
・【動画公開】ガバナー補佐のラウンジchat
　について→メール
・【勉強会動画】NPO法人らいおんはー理事長
　及川信之氏の講演→メール
・ロータリー文庫デジタル化済資料廃棄 電子図書館
　への移行を目指し、デジタル化し公開した資料を
　最終的に廃棄とする。今まで寄贈した資料で返還
　希望の場合は期日までに連絡を。
・文教第５団IAC認証伝達式
　1/16(日)14:00～＠若渓会館
・東京女子学院中等学校・高等学校IAC認証伝達式
　1/2日(土)13:30～＠同学校 芙蓉が丘講堂

・「意義ある奉仕賞」
　申請締切3/15(火)オンラインにて申請
・2024-25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 東京福生RC 石川彌八郎君
・2022年決議審議会 決議案提案締切 3/15
・プレPETS(第3クール) 
　2/2(水)14:30～＠吉祥寺第一ホテル
・新本ガバナー年度地区納の会 2/1(火)17:30～
　＠東武ホテルレバント東京
・八坂神社歳旦祭 1/1 神宮と役員のみ
・東村山市商工会 新年賀詞交換会
　1/20(木)17:00～＠サンパルネ
・東村山青年会議所 賀詞交換会
　1/15(土)17:30～＠ベルホール(式典のみの開催)

⑦ニコニコBOX 髙野会員

　　　　　　　　　◆若林ガバナー・茂手木地区副幹事︓
　　　　　　　　　　ロータリーを楽しみましょう。
　　　　　　　　　◆東京秋川RC(岡野会長)︓ガバナー
　　　　　　　　　　公式訪問おめでとうございます。
　　　　　　　　　　秋川クラブ8人で参加させて頂き
　　　　　　　　　　ます。お世話になります、よろし
　　　　　　　　　　くお願いいたします。
◆野澤会長・平野幹事︓第2580地区ガバナー若林様、
　地区副幹事茂手木様、遠路お出でくださりご指導
　ありがとうございました。東京秋川RCより岡野会長
　はじめ多くの同志の皆さんようこそおいでください
　ました。
◆小町会員︓若林ガバナーはじめ役員の皆様よろしく
　お願いいたします。年明けしましたら55周年記念
　式典よろしくお願いします。
◆野崎会員︓若林英博ガバナー他地区役員の皆様ご苦
　労様です。本日はよろしくお願いします。
◆當麻会員︓若林ガバナー、公式訪問楽しみにしてい
　ました。本日はよろしくお願いします。
◆北久保会員︓第2580地区ガバナー若林英博様ご指導
　よろしくお願いいたします。コロナ禍の一年、皆様
　ありがとうございました。良いお年をお迎えください。
◆石山会員︓若林ガバナーをはじめとする公式訪問に
　お越しの皆様大変ご苦労様です。そしてありがとう
　ございます。先日のクリスマス例会ではクラブ管理
　委員会の皆様ありがとうございました。ビンゴで
　妻が松坂牛獲得、本当にうれしいです。
◆樺澤会員︓若林ガバナー今日はありがとうございます。
　今年も大変お世話になりお気遣いをいただきありが
　とうございました。
◆山本会員︓若林ガバナー及び役員の皆様本日は
　ようこそ東村山の地へ。秋川RCの皆様ようこそ
　いらっしゃいました。
◆大仁田会員︓本日は若林ガバナー訪問いただき
　ありがとうございます。今年最後の例会を迎え内心
　ホッとしております。クリスマス家族親睦移動例会
　では寒い中大勢の人にご参加いただき、ただただ
　感謝です。ありがとうございました。
◆戸澤会員︓ガバナー公式訪問発表者の皆様ご苦労様
　です。
◆赤木会員︓岡野会長はじめ東京秋川RCの皆様
　ようこそおいでくださいました。何時も大変お世話
　になっております。どうぞ当クラブの例会を楽しん
　でください。
◆鈴木会員︓若林ガバナー、役員の皆様ようこそ
　お越しくださいました。よろしくお願いいたします。

合計︓82,000円　累計︓684､676円

[回覧]
ハイライトよねやま/コーディネーターニュース/
新型コロナウィルス予防接種に関するRIとロータリー
財団の意見表明/バギオ基金2020年度事業報告書
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マイ・ロータリーへの登録

https://my.rotary.org/ja/user/register

以上でマイ・ロータリー登録完了!!

今年度は町田会員がガバナー補佐となります。当東京
東村山RCが多摩分区の模範となるべくマイ・ロータ
リーへ登録ましょう。登録は4ステップ!!
下記の3つが必要になります。
　・メールアドレス
　　(事務局にお知らせ済みのメールアドレス)
　・パスワード(ご自身でお考えください)
　　　パスワードは、8文字以上で、大文字1つ、
　　　小文字1つ、数字1つ以上を含んでいる必要
　　　があります。
　・秘密の質問に対する答え(ご自身でお考えください)

登録したメールアドレスに確認メールが届きます。
メール本文にある「アカウントを有効にする」を
クリック。

・「あなたはロータリークラブかロータアクトの現役
　　会員、またはクラブ関係者ですか。」…「はい」
・「REMEMBER ME」
上記2つにチェックを入れて「CONTINUE ／ SIGN
IN」をクリック

注) 事務局に登録済のメールアドレスをお忘れの方は、
     菱沼事務局にお尋ねください。

・パスワード(ご自身でお考えください)
　　パスワードは、8文字以上で、大文字1つ、
　　小文字1つ、数字1つ以上を含んでいる必要
　　があります。
・秘密の質問に対する答え(ご自身でお考えください)
上記を入力したら「CREATE ACCOUNT」をクリック

先ずは、URL又はQRコードで
サイトにアクセス。
(英語で)氏名とメールアドレスを
入力。
「続ける」をクリック。

当、東京秋川RCは東村山と
同様に木曜日の例会です。
なかなかお伺いすることが
出来ませんので、お忙しい
とは思いますが、この機会に
お伺いさせて頂きました。今後ともよろしくお願い
いたします。

■東京秋川RC会長 岡野様

⑨委員長報告

■大仁田クラブ管理委員長

今夜日体桜華高校がテレビで紹介される

地区SNSの紹介、閲覧、
フォローのお願い。

RI会長のシェカール・メータ氏が発表したテーマは
「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」
です。メータ氏は「もっと行動しもっと成長しよう」、
より大きくインパクトをもたらす奉仕プロジェクト
をしようと呼び掛けています。「もっと成長しよう」
とは、会員数を増やし参加者基盤を広げるということ
です。世界のロータリアンは過去20年間、約120万人
で横ばいなので、それを130万人に増やすことを
目指して活動しよう。一人が一人を紹介しよう 
“Each One, Bring One”とおっしゃいました。ぜひ、
皆様には「自分が増強するんだ」という覚悟を持って
いただきたくお願いいたします。
会員増強は2つの側面を考えましょう。1つは人の
魅力です。高潔で信用・信頼される人、好かれる人
には人が安心して集まってきます。2つ目は組織の
魅力です。ロータリーは世界で、日本で、地域で、
良い活動をしています。これらの活動をSNS、HP等
を通して社会にアピールしましょう。社会に貢献し、
楽しく人生を謳歌できる場所、それがロータリーです。
若い方も、ご年配の方も、よき友となり、よき奉仕を
する。みんなが笑顔になるロータリーを目指しま
しょう。

2580地区の基本方針、大きな目標
1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう　
2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう　
3.元気なクラブになろう
4.会員増強、クラブ拡大をする覚悟を持とう　
5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう　
地区大会は2022年3月2日・3日にホテルニュー
オータニで行います。“会員とクラブのための地区大会”
を目指しており、クラブが実施した奉仕活動の
アワードや、活動時に撮影された写真のフォト
コンテストを行います。皆様にご参加をお願いいたし
ます。最後に、ロータリーの基本は職業奉仕だと思っ
ています。経営者は4つのテスト、超我の奉仕を頭に
入れて、日々健全な経営をお願いいたします。職業奉仕
の実践、道徳倫理、難しくはありません。ウソをつか
ない高潔なロータリアンでいようではありませんか。
ご一緒にロータリーライフを楽しみましょう
本日は有難うございました。

クリスマス家族親睦移動例会のお礼。
新年会（1/14）食菜酒房「たきび」にて

■野崎地区拡大委員長

■地区公共イメージ向上委員会委員 佐藤旭克様
                             　　　　　(東京秋川RC)

⑩卓話
ガバナー 若林英博様 (東京麹町RC)

⑪謝辞・閉会点鐘︓野澤会長
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