
東京東村山ロータリークラブ

④会長挨拶・会務報告 北久保会長

戸澤会員③お客様紹介

⑤幹事報告 大仁田幹事

■国際ロータリー第2580地区ガバナー
　嶋村文男様 (東京東江戸川RC)
■多摩分区ガバナー補佐　田村勝彦様 (東京福生RC)
■地区副代表幹事　齊藤章活様 (東京秋川RC)

■地区幹事　新垣真由美様 (宜野湾RC)
■福田紘一様 (東京西北RC)
■第2750地区東京中央RCパスト会長　太田喜正様
■第2820地区下館RCパスト会長　神山芳子様

[理事会報告]
　9月収支明細/ガバナー公式訪問/東京武蔵村山RC50
　周年記念式典全員登録/職業奉仕職場見学/税に
　ついての作文協賛/事務局PC買替/地区ゴルフ

地元に大変寄与している樺澤会員を紹介させて頂き
ます。消防少年団は82歳から活動し、現在89歳、
大変尊敬致します。
・職業奉仕セミナー

・10月23日ポリオデー募金集計協力のお願い
　集計締切︓10/23 ＊10/24「われ一粒の麦なれ
　ど」上映会前に報告の為
・バギオ基金寄付金のお願い
・第2580地区懇親ゴルフ決勝大会 11/21(月)
　8:00スタート＠水海道ゴルフクラブ
[回覧]
　第2580地区懇親ゴルフ決勝大会

■鈴木職業奉仕委員長

■野澤会員研修委員
⑦ニコニコBOX 菅原会員

　　　　　　　　　◆地区幹事新垣真由美様(宜野湾
　　　　　　　　　　RC)︓今日はメークアップ楽し
　　　　　　　　　　みにしておりました︕ありがと
　　　　　　　　　　うございます。
　　　　　　　　　◆福田紘一様(東京西北RC)︓お世
　　　　　　　　　　話になっております。ゴルフの
　　　　　　　　　　ホストよろしくお願いします。
　　　　　　　　　◆太田嘉正様(東京中央RC)︓初め
　てメークアップさせていただきます。これからも
　よろしくお願いいたします。
◆神山芳子様(下館RC)︓今日で2度目の訪問となりま
　す。嶋村ガババーのご指導を楽しみにしています。
　本日はよろしくお願いいたします。

合計︓39,000円　累計︓430,000円

⑧委員長報告
■平野地区ゴルフ決勝大会
　実行委員長

・出欠席回覧
・概況に関して

前回ポリオ募金9/30の実施結果
33,680円の募金です。次回は
ポケットティッシュを付けて配布
の予定。
分区ゴルフ大会結果報告

次週、職場体験に関して

ロータリーの友紹介

■石山社会奉仕委員長

◆北久保会長・大仁田幹事︓本日は嶋村ガバナー・田村
　ガバナー補佐・齊藤地区副代表幹事、公式訪問にお
　越しいただき誠にありがとうございます。お客様の
　新垣様・太田様・神山様ご訪問いただきありがとう
　ございます。
◆野澤会員︓嶋村ガバナーをはじめ多くのロータリー
　来賓の皆様、ようこそ。今日はご指導よろしくお願い
　いたします。過日の多摩分区ゴルフ大会で唯一10位
　に入りました。参加者中一番年上でした。
◆野崎会員︓嶋村ガバナー・田村ガバナー補佐はじめ
　地区役員の皆様、ガバナー公式訪問ご苦労様です。
◆當麻会員︓嶋村ガバナー、本日はよろしくお願い
　いたします。田村ガバナー補佐・齊藤地区副代表幹事
　ご苦労様です。
◆山本会員︓嶋村ガバナー・地区役員の皆様、本日は
　よろしくお願いいたします。新垣さん、遠い所
　ありがとうございます。
◆小町会員︓嶋村ガバナーをはじめ地区役員の皆様、
　本日ノガバナー公式訪問よろしくお願いいたします。
◆赤木会員︓嶋村ガバナー・田村ガバナー補佐・齊藤
　地区副代表幹事、ようこそおいで下さいました。
　本日はよろしくお願いいたします。
◆鈴木会員︓嶋村ガバナー・田村ガバナー補佐・齊藤
　地区副代表幹事・宜野湾RC地区幹事新垣様・太田
　パスト会長・神山パスト会長・福田様、ようこそ東京
　東村山RCへ。本日はよろしくお願いいたします。
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東京東村山ロータリークラブ

②会員増強 

③インターアクト

④講評

⑨卓話

12年ぶりの東京東村山RC訪問になります。これで
41クラブ目のガナバー公式訪問です。公式訪問に
お伺いすると多くのロータリアンの意見を聞くこと
ができ、大変勉強になります。初めて、地区に出た
のは、ロータアクト委員会でした。岩倉さんという
当時89歳のロータリアンが、車道の中央分離帯で
ゴミ拾いをするのを目の当たりに、その姿を見て
奉仕の心に火がついた瞬間です。出来の悪い自分が
どんどん成長することができました。更に、障害者
支援、インドへのポリオ投与、米山奨学委員会など
様々なことを学び自己研鑽をつみました。地区に
出るということは、ロータリーの心を学びそれを
クラブにもってかえってクラブを元気にすること
です。ロータリーは人を育て、ロータリーは自己
改善の場です。各会員が、成長する機会を見出して
頂きたいです。北久保会長は、「60－50」という、
会員増強プランを聞きました。会長、幹事、増強
委員長だけで、会員増強するのではなく、会員増強
の意義をクラブで共有して頂ければと思います。
そして、新しい人との出会いを求めていくことが、
元気なクラブを作ることになるかと思います。
入会して3年未満が3割辞めてしまってます。自分
の期待通りでないということが問題となっており
ます。役割がつくと人は変わってきます。すぐには
役割を得ることができないかもしれませんが、是非、
話しを聞く機会、交流する機会をを新入会者のため
に作って頂きたいと思います。ロータリーは人を
はぐくむことです。いかに素晴らしい事業をするの
ではなく、いかに素晴らしい人を排出することが
重要です。

■赤木会員
　継続事業を作ることによってクラブの柱となるよう
　なものを作りたいという思いで、歩こう会を計画を
　実施した経緯があります。
■中条
　継続が目的にならないようにする必要があるのでは
　ないか︖
■野澤会員
　野外連盟100回で歩こう会を終了してしまったので
　それを引き継ぐのは︖
■小町会員
　時代の流れによって継続事業を変化させていく必要
　があるのではないか︖

■田中会員(ファシリテーター)
■土田会員
　ロータリーは自己研鑽の場で
　ある、まずは自分が成長し、
　わたくがいるからロータリー
　に入りたいと思われるような
　人間になりたい。
　ロータリーの知名度の向上が会員増強に必要では︖
　また、横との連携も必要では︖
■嶋村Ｇ
　奉仕活動を一緒にやることが会員増強の近道。職業
　分類の未充填候補者を会員であげる。衛星クラブの
　提案。

■中条会員(ファシリテーター)
　嶋村Gの情熱によって設立され
　たのが、今回のIACができた
　経緯です。
■石山会員
　IACなんかすぐ出来ないよと思っていたのが率直な
　思いです。情熱をひとを動かすことができるという
　のを目の当たりにしました。今後、一緒に活動する
　ことにより、活発なロータリー活動になるのでは︖
■小町会員
　東村山は老人ホームと知的障害者の施設が多いので
　それと接点をもち活動していきたい。
■町田会員
　IACはロータリークラブは別です。IACが自主的に
　活動をおこない、RCはそれをバックアップする形が
　本来の形だと思います。
■野崎会員
　提案は良いので、学校の行事などしっかりすり
　合わせをしWIN-WINな関係になってもらいたい。

■嶋村G
　IA＝インターナショナル・アクション。
　国際的な活動を提案するのが目的である。ポリオ
　などに関してもその意義を伝えることが必要では
　ないか︖
　東村山にだけに閉じこもるのではなく、外に出る
　ことが必要です。
　継続事業は、ロータリー活動が停滞してしまう。
　なので奉仕活動は、変化が必要。リスタートして
　会員増強につなげていく。

■国際ロータリー第2580地区ガバナー
　嶋村文男様(東京東江戸川RC)

■卓話者紹介︓當麻会員

①奉仕活動(歩こう会)

ガナバーフォーラム

■小町会員(ファシリテーター)
■野澤会員
　歩こう会の概要説明。
■益田会員
　事業として盛り上がるような
　提案
■平野会員
　歩こう会だけの社会奉仕活動だけでなく、嶋村Ｇの
　提案するクロスプロモーションとして他クラブの
　奉仕活動への参加を促すなどの会長方針は︖
■北久保会長
　分区連絡会で検討。

⑩謝辞・閉会点鐘︓北久保会長
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