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国際ロータリー･テーマ

ロータリーは分かちあいの心

今年度会長テーマ
ロータリーは楽しさを分かちあい
　 ロータリーに楽しさを分かちあい
　　　新しい仲間の輪を拡げましょう　皆さまとともに

第1987回例会 2007.7.12

■会長報告 樺澤会長

■幹事報告 河野幹事

■点鐘：樺澤会長

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣
◆ソングリーダー：村田会員

■お客様紹介：
　野澤会員増強副委員長

◆ゲスト：
　津久井ＲＣ 山本芳昭様

■国際交流連盟：
　平成19年度東村山国際交流連
　盟総会の開催について
　平成19年7月14日(土) 18:00～
　於　市民センター別館

■ガバナー事務所：
　ロータリークリアランド寄付金　受領書の受理
　41,672円 (参考:06～07年度年間寄付額99,922円)

■福生ＲＣ、福生中央ＲＣ：
　07～08年度クラブ概況受理

■東村山消防少年団：
　育成資金贈呈のお礼受理

■回覧：
　｢友｣インターネット速報 No.292

■配布：
　東村山市緑を守る市民協議会より会報とボールペン

■例会変更：
　●東京ベイロータリークラブ
　　 7月19日(木)　移動例会
　　 8月 9日(木)　休会
　　 8月16日(木)　19日(日)
　　　　　　　　　子ども工作工芸まつりに振替
　　 8月30日(木)　休会(会場全館貸切のため)
　　11月15日(木)　地区年次例会(14日～15日)に振替
　　12月 6日(木)　夜間例会(年末家族会)
　　12月27日(木)　休会

　●東京荒川ロータリークラブ
　　 7月17日(火)　ガバナー公式訪問
　　 7月31日(火)　夜間例会(18:00～)
　　 8月14日(火)　特別休会(定款第5条1節により)
　　 9月25日(火)　特別休会(定款第5条1節により)
　　10月 9日(火)　特別休会(定款第5条1節により)
　　10月30日(火)　第5週目夜間例会を、
　　　　　　　　　通常例会(12:30～)に変更する
　　11月13日(火)　第2580地区 地区大会に振替
　　12月18日(火)　夜間例会18:00～(忘年家族会)
　　12月25日(火)　特別休会(定款第5条1節により)

■司会：
　中丸例会運営委員長

　ガバナー公式訪問について
　平成19年9月6日(木)
　10:30～11:00　会長･幹事打合せ
　11:00～12:00　クラブ協議会
　12:30～13:30　例会
　随行者　地 区 幹 事　小川明治
　　　　　地区副幹事　吉田敏男
　※訪問2週間前(8月23日)までに資料送付のこと



東村山ロータリークラブ

■出席報告 林例会運営委員

■ニコニコＢＯＸ

■前々回メークアップ：0名
　前々会欠席：1名
■前々回出席率
　メークアップ修正後：97.3％
■前々会メークアップ者：なし
※19年6月の出席状況：別紙参照

　●所沢中央ロータリークラブ
　　 7月16日(月)　法定休日(海の日)の為例会取止め
　　 8月 6日(月)　ガバナー公式訪問
　　　　　　　　　点鐘 午後5時30分
　　 8月13日(月)　定款5-1-Cにより例会取止め
　　 8月20日(月)　移動例会　会場未定
　　 8月27日(月)　8月25日(土)納涼花火大会
　　　　　　　　　移動例会に振替

◆恵面会員：仕事で早退します。
　　　　　　すみません。
◆高橋会員：高橋まこと“ダルマ納
　　　　　　めの会”を一泊二日で
　　　　　　楽しく行ってきまし
　　　　　　た。お陰様で無事後援会解散できま
　　　　　　した。
◆相羽会員：新年度の始の例会休み、申し訳あり
　　　　　　ませんでした。一年間宜しくお願い
　　　　　　します。
◆山 本 様：お世話になります。
◆五十嵐会員、中島会員：
　　　　　　親睦委員会に入りました。一年間宜
　　　　　　しくお願いします。

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

40 30 0 10 73.68

中島クラブ管理委員

本日のニコニコ合計： 11,000円
　　累　　　計　　：152,000円

■委員長報告

■クラブ協議会
■町田クラブ奉仕委員長　(代読:中丸例会運営委員長)

41代樺澤会長の会長方針は｢ロータリーは楽しさ
を分かちあい、ロータリーに楽しさを分かちあい、
楽しい仲間の輪を拡げましよう、皆さんと共に｣
ですので、このテーマのもとに私たちは40年とい
う長き歴史あるこのクラブを更なる発展と充実を
願い微力ながらも楽しいクラブ例会づくりに、又、
クラブ運営がスムーズに行われるように努力を重
ねて参りたいと思います。
なお、本年度からクラブリーダーシッププランに
基づき委員会の統廃合で委員会の名称及び内容が
変わりましたが円滑な委員会活動が行われますよ
うに貢献させていただきたいと考えております。

■中丸例会運営委員長

《活動方針》
クラブ例会に出席することは会員
としての義務であり、ロータリー
の原点でもあります。その例会を品位と秩序ある、
明るく楽しいものとすべく運営して行くことに努
めます。そしてより出席率が向上するように努力
してまいります。

《事業計画》
1.例会運営としてSAAと出席委員会が統合された
　事を生かし、委員相互の親睦を図り、少ない人
　数で協力しながら効率的な例会準備ができるよ
　うに努めます。
2.会長、幹事、親睦委員会及びプログラム委員会
　と特に連絡を密にし、例会を円滑に運営できる
　ようにします。
3.クラブ来訪者に感謝し、心配りを大切にして接
　待いたします。
4.毎月会員の出席率を会報に発表します。
5.年間の皆出席者に記念品を贈り表彰します。
6.やむをえず例会を欠席した会員にメークアップ
　を勧め、他クラブを見聞きすることを推奨します。

■土方プログラム委員

メンバー二ノ宮会員、赤木会員と
力を合わせ、例会をいかに楽しく
するかプログラム委員会の双肩に
かかっています。卓話の充実をはかっていきます。

■相羽例会運営委員長
1.市松にて新旧役員歓迎会
　18:00より行われます。
2.花火大会西武園8月25日行われ
　ます。8月23日例会休みです。
3.平成20年新年会1月10日行われます。

■五十嵐例会運営委員
　緑の会第18回行われました。
　賛助会員への参加宜しくお願い
　します。

■當麻直前会長
　ホームページに掲載されていま
　すので、見て下さい。



東村山ロータリークラブ

■相羽クラブ管理委員長

《活動方針》
責務は地域に於けるロータリアン
による奉仕活動と広報を通じ職場
や地域社会に理解を深める活動方針を掲げ、会員
の拡大に取組んで参ります。また会長方針に従い
楽しいクラブ運営に取組んでまいります。

《事業計画》
親睦活動として国際奉仕委員会と協力し世界大会
により多くの会員に参加していただき、ロータリ
アンとして国際交流を図ってまいります。
今年度の親睦旅行は、多くのご夫人の方々に参加
して頂ける様な、企画をしロータリアン同士のフ
ァミリー交流を図ってまいります。
週報の簡素化を計り改革をして予算の削減を検討
してまいります。
魅力ある例会にする為会員にお願いし、より良い
知恵を出し合い魅力ある例会にしてまいります。

■野澤会員増強副委員長

《活動方針》
ロータリーの成功は、優れた資格
の会員基盤を築き、保持すること
が出来るかどうかにかかっています。当委員会は
クラブの入会見込者を勧誘し、会員候補者を探し
てクラブへの入会を勧めることの重要性を全ての
会員にご理解頂き、クラブ一丸となって活動して
参りたいと思います。

《事業計画》
1.前年度委員長とよく連携し、お声かけして、そ
　のまま保留となっている方からお誘い申し上げ
　たいと思います。
2.例会時に、こまめに情報交換していきたい。
3.公募ではないが、広く門戸を開いて、ロータリ
　ークラブの広報の中で、募集をかけていきたい。

■戸沢会員研修委員長

《活動方針》
当委員会は会員にあらゆるロータ
リーの情報を提供しロータリーに
対する正しい認識と知識を促すための指導をする
と共に、会員としての特典と責務を理解する為に
援助する委員会でございます。

《事業方針》
1.新入会員及び会員暦の比較的浅い会員を対象と
　した勉強会･炉辺会合を11月と2月頃を目処に、
　二回以上開催したい。
2.ロータリー理解推進月間に全会員を対象に意義
　ある卓話を例会で実施する。
3.関連する各委員会と連絡を蜜にして入会の浅い
　会員は時間的に忙しい方が多いと思いますが積

　極的に参加していただけるように、皆様のアイ
　デアを取り入れ、楽しい炉辺会合にして本事業
　を推進する。

■神崎職業奉仕委員長

職業という言葉は社会人の｢職業･
稼業･事業･専門職務･あるいは業
務｣を指す物である。ロータリー
は職業奉仕という言葉を使用するに当たって、奉
仕という文字をその一番広い意味で使っており、
単に事業あるいは専門職務に於ける取引行為や販
売された商品を指すのみでなく、相手のニーズと
境遇に対して正当な考慮を払い、他人に対しいつ
も思い遣りの心を持つことも指しているのである。
職業奉仕はロータリーの網領に於いて次のような
言葉によって強調されている。

“事業および専門職務の道徳的水準を高める事"

“あらゆる有用な業務は尊重されるべきであると
　いう認識を深める事"

“そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
　奉仕する為に其の業務を品位有らしめる事"

を鼓吹育成する。
職業奉仕とはあらゆる職業に携わる中で、奉仕の
理想を生かしていく事をロータリーが育成、支援
する方法である。職業奉仕の理想に本来込められ
ている物は次の物である。
1.あらゆる職業に於いて最も高度の道徳水準を守
　り、推進すること。その中には雇い主、従業員、
　同僚への誠実、忠実さ、又、此の人達や同業者、
　一般の人々職業の知己全てへの公正な取り扱い
　も含まれる。
2.自己の職業又は、ロータリアンの携わる職業の
　みならず、あらゆる有用な職業の社会に対する
　価値を認めること。
3.自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役
　立てる事。
職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方
の責務である。クラブの役割は、度々職業奉仕を
実践して見せる事に依って、又、クラブ自身の行
動に、職業奉仕を生かす事に依って、模範となる
実例を示すことに依って、更にクラブ会員が自己
の職業上の手腕を発揮出来るようなプロジェクト
を開発することに依って、目標を実践、奨励する
ことである。クラブ会員の役割は、ロータリーの
原則に沿って、自らと自分の職業を律し、併せて
クラブが開発したプロジェクトに応える事である。

■点鐘：樺澤会長
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■19年6月出席表
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公式平均

出席規定適用免除者

細渕　一男

相羽　　正

赤木　盛一

恵面　好晴

林　　　博

土方　義一

細渕　　清

飯田　能士

熊木　敏己

石山　　敬

樺澤　　襄

金子　哲男

神崎　　武

木下　清一

北久保眞道

河野　　諭

小林　　学

町田　清二

目時　俊一

村越　政光

村田　秀雄

中丸　繁男

中村　敏幸

二ノ宮　繁

野村　高章

野崎　一重

野崎　征吉

野澤　秀夫

大仁田隆義

杦山　佳雄

高橋　　眞

竹田　光明

田中　重義

當間　　眞

當麻　　誠

戸澤　　忠

漆原　次男

山本　智治

隅屋　宜一

五十嵐光利
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100

100

100

100

100

100

100

100
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100

100

100

100

100

100

75

100

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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50
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94.
59 100 89.

19
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30 95.27

名：名誉会員　　○：出席　　△：メークアップ


