
■例会日／毎週木曜日 12:30～13:30
■例会場／八坂神社 社務所

〒189-0013 東京都東村山市栄町3-35-1

■クラブ管理委員会／高橋 眞　田中 重義
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国際ロータリー･テーマ

夢をかたちに

今年度会長テーマ

第2038回例会 2008.7.31

(あい)に感謝 そして 実践しよう
　　　　　　　　　ロータリーの志魂(こころ)

■会長報告 町田会長

■点鐘：町田会長

■司会：細渕例会運営副委員長

■合唱：ロータリーソング｢四つのテスト｣

◆ソングリーダー：高橋会員

■お客様紹介：野崎(一)パスト会長

◆ゲスト：津久井ＲＣ　山本芳昭様

■先週のガバナー公式訪
　問皆様、ご協力頂きあ
　りがとうございました。
　櫻井ガバナー大変よろ
　こんでおられました。
　下記のメールを頂きま
　した。

　本日、公式訪問ではお世話になり感謝申し上げ
　ます。クラブ協議会では各委員長が丁寧に報告
　いただきながら的確なコメントが出せたか心配
　しております。時間の配分にも気を使わず進行
　に迷惑をお掛け致しました。私にとっては勉強
　になる訪問であり、楽しい一日を頂きました。
　その上、由緒ある八坂神社にて一年間の安泰祈
　祷をして頂き、懇親会にまでご招待頂き感謝申
　し上げます。東村山ＲＣのご発展を祈念いたし
　ましてお礼のご挨拶とさせて頂きます。　

■ガバナー事務所
・8月のロータリーレート　1ドル＝106円

・2008～09年度地区役員、クラブ会長･幹事名簿
　の訂正について

・国際ロータリー2010年規定審議会の立法案
　提出締切日について

■2760地区08～09年度会員増強委員会
　08年7月7日実施ＲＩ会長のセミナーにおける
　DVD資料の受理
　※例会場に持参いたします。購入の場合は1万
　　円必要ですが返品も可能との事です。

■Ｒ財団委員会
　｢ロータリー財団ハンドブック｣の受理



東京東村山ロータリークラブ

■前々回メークアップ修正後
　前々会欠席：1名

■前々回出席率メークアップ
　修正後：97.50％

■前々会メークアップ者：
　北久保会員：所沢西ＲＣ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

42 40 1 7 82.05

■出席報告 熊木例会運営委員

■ニコニコＢＯＸ 肥沼クラブ管理委員

◆大 野 様：食事ご馳走様でした。
◆林　　様：どうもお声掛けありがとうござ
　　　　　　います。食事まで頂き今後も宜
　　　　　　しくお願いいたします。
◆町田会長、相羽幹事：
　　　　　　先週のガバナー公式訪問には、
　　　　　　皆様のお陰で櫻井ガバナーより
　　　　　　お礼のメールを頂きました。
◆目時会員、戸澤会員：
　　　　　　ガバナー公式訪問ご苦労様でし
　　　　　　た。櫻井ガバナーも喜んでおり
　　　　　　ました。25日昭和館で多摩分区
　　　　　　ガバナー補佐経験者に激励会を
　　　　　　やって頂きました。
◆戸澤会員：野村さん世界大会ご苦労様でし
　　　　　　た。今回卓話楽しみにしていま
　　　　　　す。
◆目時会員：野村さんの世界大会の卓話期待
　　　　　　しています。
◆當間会員：林様お世話になります。先日の
　　　　　　写真を私中心にありがとう。こ
　　　　　　れからもよろしく。
◆神﨑会員：叔母の逝去に対し弔電を頂きあ
　　　　　　りがとう。旅行に行けなく申し
　　　　　　訳ありません。

本日のニコニコ合計：　 24,000円
　　累　　　計　　：  304,000円

■幹事報告 相羽幹事

■東京福生ＲＣ：
　Ｒ財団への寄付の連絡6/4実施の分区連絡会
　における寄付金について各クラブ｢ポリオ･
　プラス｣に寄付の手続きをしたそうです。

■宜野湾ロータリークラブ
　例会日変更のご案内
　8月より例会日を月曜日に変更

■回覧：
　｢友｣インターネット速報 No.344
　バギオだより No.2
　武蔵野女子学院 News Letter

■皆出席：
　二ノ宮会員
　(6回目)
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■委員長報告

■山本プログラム
　副委員長

市役所の青少年委員会に
出席。子供達40名くらい
募集。
年間8回くらい、4年間プ
ログラムに一緒に参加しております。その中で子
供達指導要綱に東村山ロータリークラブから毎年
1万円ずつ協賛しておりますが、子供達の生涯学習、
心の東京革命｢挨拶心がけて子供達を守ろう｣の横
断幕を作ることになりました。
420cm×70cmのサイズで、出来上がりキャンプの
家に張らせていただきました。
毎年、今年から1000人近くの子供達に利用させて
もらいます。

■飯田会員増強委員長

7月28日(月)地区拡大増
強委員長会議が開かれま
した。
ロータリークラブにふさ
わしい会員の増強、平均
年齢の維持、転勤された退会者の現況の把握、未
来の会員候補者にロータリーの良さを伝える、新
クラブの結成・合併の推進などについて話し合わ
れました。
8月は会員増強月間ですが、月1回は委員会を設け
て欲しいと思います。

■高橋クラブ管理委員長

夜間例会への振替と
花火例会のお知らせ

8月21日(木)の例会は、
23日(土)の花火例会の
振替となります。会場は例年と同じく、西武園の
ビヤガーデンです。
時間等詳細についてのお知らせは、本日、回覧を
しておりますので、大勢の参加をお願いいたしま
す。

※尚、雨天の場合は、モンベールで懇親例会を行
　います。宜しくお願いいたします。

■卓話

親睦旅行について：
参加人数16名
(内5名女性)

■6/11(水)
成田空港国際第2ター
ミナルビル3Fに15:30
集合。私と福山さん
は別々に到着し、そ
の他東村山方面在住の会員は東京交通手配のマイ
クロバスにて空港入り。受付カウンターにて添乗
員(加藤さん)の説明を聞いて各自チェックインを
済ませる。當麻さんと杦山さんがなかなか戻って
こないので何かあったのかと思って行ってみるも
、カウンター越しに何か一生懸命交渉していまし
た。それは座席でゆっくり座れる場所を探しても
らっていたのでした。体格の大きい人にとってジ
ャンボジェットの中央部分の中側に席が決まって
しまうと片道9時間のフライトはやはりつらいも
のがあります。搭乗手続きを済ませてからJTB手
配の個室に集合し打ち合わせをしました。その際
、旅行中における皆さんの飲み物代を私が幹事と
してお預かりし、残ったらニコニコに入れるとい
う約束で男性100＄、女性50＄を預かることを了
解してもらいました。その後JTB側の説明があり
お土産の手配(旅行の前に手配する!!)を済ませて
出国審査へと向かいました。
11:20頃にサンフランシスコに到着し、空港の施
設に入った時にいつも外国の匂いを感じます。今
回はすがすがしい匂いを感じました。(カリフォ
ルニアの青い空)専用バス(大型観光バス)に16+2
人の18人で独占して集まり、昼食会場である｢ジ
ョンズグリル｣。ここは創業100年の老舗でステー
キとシーフードを出し、夜やジャズのライブ会場
となる有名なお店→ツインピークス(サンフラン
シスコ全体が見渡せる丘)→ゴールデンゲートブ
リッジ→観光スポットのピア39(お土産屋さんば
かり集めたかなり大きなショッピングセンターで
海側に行くとアザラシが波止場の通路上で甲干し
をしていました。)
フィッシャーマンズワーフの｢グロット｣(洞窟・
岩屋)にてカニ料理。しばし会話が途切れて食べ
ることに夢中!!食後はバスで帰る人とケーブルカ
ーに乗って帰るグループに分かれてホテルへ。樺
澤さんご夫妻に車掌さんが60才以上かと聞いてき
て、そうだったら5＄→1＄になるとの事。

■卓話者紹介：
　中丸プログラム
　委員長

野村会員
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■点鐘：町田会長

■6/15(日)
145ヶ国、約2万人の大会、ロータリー世界大会本
会議当日。午前中はポールゲッティーミュージア
ム(石油王)→ロデオドライブ(高級ブティック街)
内にあるマス料理(ブラウントラウト)→歩行者天
国風にしてクラシックカーやスーパーカーを路上
展示。
いざコンベンションセンターへ。
夕方4時半頃に到着しレセプションにて登録。登
録作業は私が前もって日本で皆様に書き込んでも
らった登録用紙をRI本部へFAXし済んでいました
がID番号と引き換えで登録証やその他資料入りの
封筒をもらう必要があります。これおを個人で済
ましてもらったのですが、2つ程不安が残ってい
ました。1.杦山さんと野澤さん、2.當麻さんの当
日スケジュール表を見たら何と開会本会議(2回目)
は6時!!となっていた。夕食が7時だった為30分繰
り下げるのが精一杯で開会式と基調講演を1時間
しか参加できないという事態となりウィルキンソ
ン会長の基調講演を5分程残して現場を後にする
という大失態をしてしまいました。
コンベンションセンター内の様子
18時の開会まで自由行動とし、各自好きなように
会場内(友愛の家)を散歩してもらい、再度集合し
て開会式に臨む。外国のロータリアンから声をか
けられる機会が増える→戸澤さんセレモニー開始
→各国の旗入場→会長基調講演

■6/16(月)
当日はサンディエゴ経由メキシコのティファナ観
光。昼食をサンディエゴで食べて約1時間でメキ
シコ国境に到着。アメリカ側から歩いて国境を越
えてティファナ市内にて買い物。(ロータリアン
のお店でガバナー経験者とか)革命大通りを散歩
して再度メキシコ側からアメリカへ再入国したが
税関は結構うるさかった。※赤いビブスを付けた
高速道路脇の労働者　※夕食時戸澤さんが誕生日
だったのでサプライズで演出

■まとめ
国際大会に参加すること→半分以上が観光旅行に
なってしまうが、本来は櫻井ガバナーが仰ってい
たように、4日間最初から最後まで居て色々なプ
ログラムに参加してバナー交換をしたり友人を増
やすことが国際大会の醍醐味だと思います。
それに際しては、地元で楽しめるアトラクション
について資料を集め、余興･掲示板･地元料理など
含め、他地区やクラブがどのような奉仕活動をし
ているのか学ぶ為に多くの展示を見ると実践でき
るプログラムがあるかもしれない。｢友愛の家｣を
もっと利用するとよいのではないかと考えていま
す。
来年開かれるバーミンガム大会は通算100回目と
なっています。ぜひ参加したいと考えています。

■6/12(木)
2日目は、今回の旅行の目玉であるヨセミテ国立
公園への1日観光。専用バスに乗って片道4時間の
行程でしたがJTBの現地ガイドさんががずっと喋
りつづけて全く飽きなかった。かなり我々に気を
使っていたような気がする。車窓から見える景色
をそれぞれ説明し、時には政治がらみの深い話を
したりで、ずっと聞きほれていた。途中トイレ休
憩で立ち寄ったスーパーマーケットの野菜・果物
等のディスプレーの見事さに足が止まった。そし
て現場に着いた時の光景は息を呑むような素晴ら
しい景色で、日本では例えようも無いものすごい
スケールで雄大さは比較するものがない!!
エルキャピタンという垂直な岩盤を登るクライマ
ーが居たのは驚いた。帰路はさすがにガイドさん
も疲れたようで1時間くらいお休み。無事ホテル着。

■6/13(金)
早起きして、ラスベガスへ行く予定がなんと出発
時間の1時間くらい前にフライトキャンセル!!樺
澤さんは3度目くらいと仰っていたが、私は結構
旅行馴れしていたと思うが、初めての経験。アナ
ウンスに従って添乗の加藤さんと受付カウンター
に行ったが、15､6人しか来ていなかったので、人
数が少なかったのでキャンセルになったと思う。
係員は自分の勤務時間が終わるので帰ると言い出
し、その時点ではまだ正式に振替作業が終わって
いない!!となりの係員を呼んでもダメ。別の係員
に言ってもダメ。さすがにかなり焦った。やっと
の事で手続きが終了したら私と目時さん夫妻が夕
方の3時40分初ラスベガス直行便。その他は全員
昼前のフェニックス行きでさらに乗り換える時に
2班に分かれて最終グループは添乗員と樺澤さん
ご夫妻という状態でラスベガス到着して全員集合
は夕方6時頃でした。1日のスケジュールが全てパ
ーになり、何しにラスベガスに入ったのか考えて
しまった。宿泊先は｢モンテカルロ｣というカジノ
ホテル。明け方まで頑張って負けた人、ほんの数
時間で大勝してゆっくり寝た人等様々でした。私
は一晩中ホテル廻りをして何か商売に繋がるもの
は無いか探していました。(夕食は日本食→料理
があまりにも早く次々と出されるので、飲みなが
らゆっくり食べていた杦山さんは突然爆発!!)

■6/14(土)
ロサンゼルスへの移動日とロサンゼルス市内観光。
昼頃にロサンゼルス着。専用バスにてマリナ･テル･
レイというヨットハーバーとリゾートが組み合わ
さった場所にて昼食。(イタリア料理)中丸さんだ
け違う料理が出てきたので、｢何と贅沢な｣と思っ
ていたのも束の間、中丸さんは鶏肉が苦手だった
ことを思い出し納得!!その後サンタモニカ、ドジ
ャーススタジアム、ハリウッド観光を済ませてホ
テルにチェックイン。(夕食は日本食)お寿司やさ
んなのに握り寿司が出た後に、銀鱈の焼き物とバ
ターライスが出てきた!!これがメインディッシュ
の様子!!


