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司会︓神﨑会員 点鐘︓野澤会長 幹事報告︓平野幹事

合唱︓土崎会員 出席報告︓髙野会員
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■会員数︓28名

■免除者︓1名
■欠席︓5名

■出席者︓22名
■出席率︓81.48％

■3週間前出席率
 （修正後)︓88.46%
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入会式
点鐘︓野澤会長
合唱︓ソングリーダー︓土崎会員
　国歌斉唱・我等の生業
お客様ご挨拶
会長挨拶・会務報告︓野澤会長
幹事報告︓平野幹事
出席報告︓髙野会員
ニコニコボックス︓山本会員
委員長報告
クラブ協議会
謝辞・閉会点鐘︓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
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■皆出席︓大仁田会員(2回目)

④会長挨拶・会務報告 野澤会長

③お客様挨拶

入会式

⑤幹事報告 平野幹事

■誕生祝い月︓戸澤会員

社会保険労務士 益田浩一郎会員
昭和38年生まれで来年還暦に。生まれて3カ月で
富士見町にきました。大学卒まで順調な暮らし。
転勤の仕事に入り、大阪、東京、静岡、秋田、東京。
平成10年に資格試験を取得。本店の人事部。13年
に独立。日々糊口をしのぎながら22年も経過した。
これまで、学童野球と中学野球の指導。今回ご縁を
頂きまして、皆様のお力添えを頂きながら頑張って
いきたいと思います。どうぞ引き続きよろしく
お願いいたします。

今年の夏からベルギーへ派遣させて頂く岡田柚衣
です。明日、初めての合唱コンクールがあり、
3年目にして初めて校歌を歌います。行事に熱心な
高校であることを実感。残り1カ月、友達と日々を
大切に過ごしたい。

新聞のコラム。「人々が触れ合う姿を見かけるよう
になった。街なかでは、親子や恋人が手を繋いで
いる。スポーツでは、喜びのあまり肘タッチや
グータッチを忘れて手を取り合う姿を見ることが
ある。感染の波が小さくなり日常を取り戻しつつあ
る。柔らかな手の重なりに幸せを感じ勢いのある
拳から元気を受け取る。水際対策が今月から緩和さ
れ、空港が賑やかになってきています。海外から
訪れた人々と交わす信頼の握手が増えるに従って、
経済も復調してゆくに違いありません。ある学者は、
触れ合いは感情に影響すると言う。接触を通して
得られる相手の温かさから親密感や優しさ、愛情、
信頼感といった感情が生まれるそうです。手や指の
感触は取り分け敏感で、手を握ると脳に作用して、
ストレスが弱まるそうです。」

[回覧]
　ガバナーエレクトメッセージ/野村会員国際大会
　資料・写真など

・2022-23年度在京公共イメージ委員長会議案内
　6/29(水)15:00～＠学士会館
・6月のロータリーレート $1=127円
・次年度メルボルン国際大会の資料の受理
・RI2580地区(東京)リーダーズキャンプ 6/12(日)
　9:00～＠関東第一高等学校
・第57回インターアクト年次大会 8/7(日)12:30～
　＠城西大学付属城西中学・高等学校しいの木ホール
・東村山市国際友好協会総会議案書書面評決

・2022-23年度ガバナー公式訪問に関する事
　公式訪問日︓2022年10月13日(木)
　クラブ協議会は無し。→クラブ内でのコミュニ
　ケーションアップを目的としたフォーラムとする。
　フォーラムの時間13:40～15:00
　行者︓地区副代表幹事斉藤章浩(東京秋川RC)
　事業計画書を1カ月前までに提出。
・2022-23年度地区大会について
　第1日目9/9(金)︓セルリアンタワー東京ホテル
　第2日目9/10(土)︓グランドプリンスホテル新高輪
　登録料︓12,000円
・シトラス・リボン・プロジェクト御礼の受理
・バギオ基金感謝状

■2022-23年度青少年交換派遣予定学生 岡田柚衣さん

⑦ニコニコBOX 山本会員

■ご結婚祝い月︓野村会員

　　　　　　　　　◆野澤会長・平野幹事︓過日の地
　　　　　　　　　　区大会、お疲れ様でした。今日
　　　　　　　　　　は久しぶりに仲間をお迎えして
　　　　　　　　　　嬉しい例会となりました。
　　　　　　　　　◆當麻会員︓体調が完全に復活い
　　　　　　　　　　たしました。
　　　　　　　　　◆北久保会員︓益田浩一郎様、ご
　入会おめでとうございます。青少年交換派遣学生
　岡田柚衣さん、ようこそお越しくださいました。
◆山本会員︓昨年9月にオーダーした車がやっと手元
　に来ました。益田さん、入会おめでとう。

合計︓32,000円　累計︓1,231,489円
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⑨クラブ協議会

司会︓平野幹事
～1年を顧みて クラブ奉仕部門～

■北久保クラブ奉仕委員長

■山本例会運営委員長

■戸澤プログラム副委員長

■令夫人誕生祝い月︓中條会員

■野村会員研修委員

■大仁田次年度幹事

■赤木ロータリー財団委員長

「クラブ概況」掲載用の「委員長方針」と「予算案」
を6/10迄に提出の確認。

ロータリー財団の趣旨をご理解
の上、年280ドルの浄財をお願
いします。毎年1,000ドル寄付
を続ける「ポール・ハリス・
ソサエティ」に當麻会員と町田会員が登録中。

当クラブは、多摩分区町田ガバナー補佐、赤木分区
幹事を輩出、創立55周年という佳節を迎えた年度。
このコロナ禍において、多摩分区IMを引っ張って
頂いた山本実行委員長。創立55周年記念については、
小町実行委員長。計画は2転3転しましたが、無事
終了することができ、お疲れ様会もできました。
会員の皆様にクラブ奉仕委員長の立場からお礼申し
上げます。当クラブは、例会を1年間、1日も休むこ
となく開催。上半期は、ZOOM8回、八坂神社の例会
が15回。100％出席4回。後半の下半期は、今日まで
20回のリアル例会。100％出席が2回でした。「多摩
分区IM」は、YouTube配信とのハイブリッド形式で
開催。私は、「ポリオ根絶でRIを動かした日本の
ロータリアン」久保田智也様の講演で、「山田彜（
ツネ）さんと峰秀樹さん」のご紹介が記憶に残って
います。1981 年に山田さんが南インドで、「町の中

ロータリの友紹介

⑧委員長報告

にある公園で、ポリオのために両手両足が萎えて
【蛇のように這う少年】に出会い、強烈なショックを
受けた。同じ人間として何とかしなければならないと
帰国報告。その後、所属の東京麹町RCはプロジェクト
でポリオ撲滅運動（現在根絶）を決議し、100万円
相当のポリオワクチンをこの2人に託して、南イ ンド
に派遣。しかし、冷凍装備が無くてワクチンを捨てる
ことになった。これをきっかけに、ポリオ根絶のため
には、まずコールドチェーンの整備が不可欠であり、
東京麹町RCだけでは不可能である。地区からRI に
ポリオ根絶をRI全体のプロジェクトとするように働き
かけた。その結果、1985年、RIが「ポリオプラス免疫
プロジェクト」を最優先順位とする決議をすることに
繋がる。たった一人の個人から、クラブ。そして、地区、
日本、世界へと広がり現在に至った。個人の強い思い
は必ず実現することを信じて今後前進したい。ポリオ
根絶にご協力をお願いします。

コロナで何もできなかったが、今年度掲げた方針を
次年度にも引き継ぎたい。
①卓話中の私語は自粛してください。
②携帯は電源を切るか、マナーモードに。
③緊急時、特別時以外の退出はしないように。
④委員長報告は、纏めて3分以内で。
⑤ニコニコボックス時の拍手は、来訪者は、その都度
　に。クラブ会員には、最後に纏めて。
⑥会場設営は、皆さんのご協力で成り立つ。少しでも
　暇がある人は、早く来て手伝って下さい。
⑦欠席の場合には、フードロス防止のため前日までに
　必ず事務局に連絡する事。
⑧例会場の入退場時には、一礼をして、ロータリアン
　としての自己修練の場であることを自覚する。
今年度の例会運営は、出席メンバー全員に司会をお願
いした。次年度も、人数の少ないクラブなので、委員
長がいなくてもだれでも、ニコニコ担当、出席担当等
を率先してお願いします。

年度初めに様々な活動方針、事業計画を発表した。
しかし、長引くコロナ禍の陰が色濃くあり、卓話者の
選任については、全く上手くいきませんでした。かな
り多くの方から断られた。上半期は、日体桜華校の
IAC設立準備とするため、7/29、地区拡大副委員長、
地区ローターアクト副委員長平井憲太郎様にお話しい
ただきました。9/2にもリモートで、東京江北RC畠山
信弘様からインターアクトに関して、活動の目的、
目標、歴史、現況などを具体的にお話し頂いた。久し
ぶりに八坂神社でのリアルのオープン例会で、日体桜
華学校長小巻明様から学校側の平素の活動やイIACに
対する姿勢をお話しいただき、設立の機運が高まりま
した。特に、上半期に苦戦した。地区の卓話者リスト
も利用し4～5人を選びましたが、リモートではでき
ないという人が多くいました。かつて、当クラブが
ハンガリーへの留学をサポートし、現在業界で活躍中
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の宮本晴代さんもリモートでも日中は駄目ということ
もあり、非常に苦労しました。1年間、無事に進めら
れたことに感謝いたします。

6月8日(水)、北久保隆一会員が下館ロータリークラブ
で卓話を行いました。

6月12日(日)、第34回IACリーダーズキャンプに榎本
弘容会員が参加してきました。「人生で一番努力した
こと」「学生のうちにやっておいたほうが良いこと」
など榎本会員も発表︕そして、中学生、高校生達と
ディスカッション︕

「ロータリーの友」を読む、会費納入、出席すること
がロータリアンの3大義務。毎年、編集が変わっている。
様々な特集等もある。横組みには、RI会長メッセージ
必読。ご自分の興味のあるところを読んでいったら
面白い。会員研修担当者には地区から重要な項目が
事務局経由で送られてきます。毎月のテーマを追って
いくだけでも良い。他のクラブで、当クラブの様に「
ロータリーの友」を毎月紹介しているクラブは少ない。
当クラブのやり方は非常に意義があると思います。

クラブ管理の仕事が分からないまま指名頂き、あッと
いう間の1年でした。昨年4/12心臓手術。リハビリ
散歩を続けて動けるようになった。ZOOM例会で助か
った。自分として一生懸命やったと思うのは、「クリ
スマス家族親睦移動例会」です。何回も何回も委員会
を開き検討。髙野会員、神﨑会員が懸命に盛り上げて
くれた。反省点はあるが、上手くいったかなと感じま
す。皆様からの賞品提供頂き感謝いたします。委員長
を引き受けた時、北久保さんから、筆記しなさいと
言われた。用意された用紙に書くだけ書きましたが、
あとで見て、何を書いたか分からなかったが、週報で
は上手く纏められていた。大事なところは書き留める
ことが出来るようになり、無駄なことはなかった。
全てが勉強です。次年度の榎本会員に引き継ぎます。

土田副委員長、相羽会員、鈴木会員がメンバー。
例会運営委員会、プログラム委員会と連携してゲスト
の参加を積極的に行う。他団体及び地域で積極的に
活動している方に声を掛けて仲間を増やす。親睦活動、
部活動等を活発に活用して気楽に参加できる機会を

■大仁田クラブ管理委員長

■中條会員増強委員長

■野村会員研修副委員長

つくる。としていたのですが、コロナの関係で活動す
ることができなかった1年でした。そのような状況下
でも増強するため、10/21に、日本体育大学桜華校の
小巻校長をオープン例会にお招きした。6名の方々に
参加頂いた。結果は残念でしたが、期待の星益田浩一郎
さんが入会された。「インターアクト委員会」。5/21
に「認証状伝達式」が出来ました。生まれたばかりで
すので、今後、池上教頭先生とタッグを組んで進めて
いかなければいけないと思います。前回の理事会で
承認頂いたと思うので、「リフレックス・スポーツ・
ジャケット」を揃える準備に入ろうと思っています。
先輩方にご指導を頂きながら進めていきたいと思いま
す。今後、当クラブの活動が活発になることを祈念し
て報告といたします。

6/8(水)下館ロータリークラブ

第34回IACリーダーズキャンプ

⑩謝辞・閉会点鐘︓野澤会長
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