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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2039回例会／第2040回例会 2008.8.6／8.23

(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：吉川例会運営委員

■合唱：国歌｢君が代｣
　　　　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

超特大スターマインが一段と素晴らしく、思い出
の深い日を過ごすことが出来ました。樺澤前会長
ありがとうございました。
8月の市報に原爆死没者慰霊と平和祈念の黙祷を
という記事が載っていましたが、東村山市は核廃
絶平和年宣言を昭和39年にしています。そして昭
和53年にアメリカのインディペンデンス市と姉妹
都市提携を行っていますが、広島・長崎に大量殺
人をしたピカドンの投下指令を出したアメリカ33
代大統領ハリー・トルーマンは、幼少期から生涯
を閉じるまで暮らした町がインディペンデンス市
であり、トルーマンはインディペンデンス市民の
誇りであり、トルーマンの名前がついた施設など、
市内各所にある所だそうです。
このような市民感情のある市を考えると、東村山
市はたいへん｢ふところ｣の広い市民が多くいらっ
しゃると、つくずく考んじている所でありますし、
当然、インディペンデンス市にも、必ずや姉妹都
市として8月6日、9日の原爆死没者の慰霊の祈り
をお願いされている事と思います。

信濃川が舞台の長岡の花
火を樺澤前会長のお世話
を受けて、見物に行って
来ました。三尺球も有名
ですが、地震被害の復興
を願って放たれるフェニ
ックスや広い河川敷の6ヶ
所から一斉に打ち上がる

第2039回例会

■幹事報告 相羽幹事

■ロータリー財団委員会
　地区ロータリー財団
　委員会開催の案内
　2008年9月17日(水)
　15:00～17:00
　於 石福金属工業(株)

■米山奨学委員会
　2008年度クラブ米山奨学委員長の分区別会議
　開催のお知らせ
　多摩分区 2008年8月25日(月)
　15:00～16:00
　於　パレスホテル立川
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■前々回メークアップ
　修正後前々会欠席：
　3名

■前々回出席率メーク
　アップ修正後：
　92.31％

■前々会メークアップ者：
　赤木会員：理事会　 恵面会員：東大和ＲＣ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

42 33 0 9 77.50

■出席報告 熊木例会運営委員

■ニコニコＢＯＸ

◆中 村 様：長岡の花火にはオブザーバー出席させ
　　　　　　て頂きました。とても楽しく過ごさせ
　　　　　　ていただきありがとうございました。
　　　　　　またの機会に皆様にお会いできる事を
　　　　　　楽しみにしています。

◆隅屋会員：樺澤さん、河野さん、長岡花火大会あ
　　　　　　りがとうございました。これで冥土の
　　　　　　土産になります。

◆溝井会員：私のわがままでお休みした事をお詫び
　　　　　　いたします。また大事なガバナー公式
　　　　　　訪問も休みました事もお詫び申し上げ
　　　　　　ます。

◆樺澤会員、河野会員：
　　　　　　先日の長岡花火大会親睦旅行では大勢
　　　　　　の会員の皆様に助けられ楽しく終了す
　　　　　　る事ができました。ご協力ありがとう
　　　　　　ございました。

◆嶋田会員：樺澤前会長、河野前幹事、長岡の花火
　　　　　　大会大変お世話様でした。十分堪能し
　　　　　　ました。ありがとうございます。

◆五十嵐会員：
　　　　　　長岡花火大会、天気もはれて盛大な花
　　　　　　火が観られました。幹事の皆様には大
　　　　　　変お世話になりました。

◆山本会員：樺澤さん、河野さん、長岡花火大会と
　　　　　　ても楽しく過ごさせていただきまし　
　　　　　　た。ありがとうございます。

◆野澤会員：毎日お暑うございます。暑気払いやり
　　　　　　ましょう。

◆野村会員：長岡花火大会での樺澤さん、河野さん、
　　　　　　肥沼さん、高橋さん、細渕さん、ご苦
　　　　　　労様でした。楽しかったです。

◆中丸会員：長岡の花火大会参加できず残念でした。
　　　　　　樺澤さん、河野さんご迷惑をお掛けし
　　　　　　て申し訳ありません。

◆杦山会員：長岡の花火大会初めてでした。樺澤さ
　　　　　　んありがとうございました。

◆木下会員：40周年記念委員会の皆様ご苦労様でした｡

◆合　　同：写真ありがとうございました。

本日のニコニコ合計：　 50,000円
　　累　　　計　　：  354,000円

■職業奉仕委員会
　職業奉仕セミナー開催の案内について
　於 ハイアットリージェンシー東京
　15:00～17:00 (懇親会17:00～18:30)
　①2008年 9月29日(月)
　②　　　11月17日(月)
　③2009年 3月23日(月)
　④　　　 5月18日(月)

■回覧
　｢友｣インターネット速報 No.345

■青少年育成委員会
　高校生インターンシップ並びに中学生職場
　体験受け入れ側企業リスト作成について
　インターネット上の受け入れ側企業情報
　更新のため
　9月1日(月)までに返信のこと

■会員誕生月：
　神﨑会員
　肥沼会員

■令夫人誕生祝月：
　中丸会員

野村クラブ管理委員
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2009年国際ロータリー年次大会｢バーミンガム｣へ
の参加宜しくお願い致します。
バーミンガム・ロンドンの6日間の基本コースに
ついては、本日配布させて頂きました行程表を参
照下さい。

40年史できあがりました。本日お渡しできますの
で宜しくお願い致します。

沖縄の宜野湾ＲＣに行ってきました。地区の副委
員長を宮城さんにお願いした関係上飛んで行きま
した。
皆さんで歓迎して頂き、楽しい時を過ごしてきま
した。

■卓話

有効で効率的な会員増強を行なうにはど
のようにしたらよいか？(グループ討議)

■司会者：
　飯田会員増強委員長

■グループ討議風景

▲第1グループ

▲第3グループ

▲第2グループ

▲第4グループ

■第1グループ発表者：村田会員

■第2グループ発表者：杦山会員

■委員長報告

本日再度、8月23日(土)行ないます、親睦花火例
会の出欠の確認をさせて頂いています。多くのご
参加をお待ちしています。新しくスタートして、
早1ヶ月が過ぎました。慣れない部分で色々ご迷
惑をお掛けしております。特にニコニコの発表に
はご迷惑をお掛けしました。本日より、もっと沢
山ご協力が頂けるよう発表を少し変えまして、大
ニコ、ニコニコ、大変ニコニコと発表させて頂き
ます。大きな拍手も合わせてお願い致します。宜
しくお願いします。ありがとうございました。

■高橋クラブ管理委員長

■木下国際奉仕室員

■野澤青少年交換委員

■河野直前幹事
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①7月度収支明細報告
　承認されました

②地区運営費・事業費の支出の件
　2008年7月1日～12月31日の上半期分
　42名×6000円＝252,000円

　ガバナー月信(40名分)
　＠735円　合計29,400円

　以上承認されました

③多摩分区分担金支出の件
　105,000円(上半期分)
　承認されました

④岩手・宮城内陸地震災害義援金の件
　皆様の募金＋差額をクラブ負担とする
　合計50,000円

⑤国際友好協会賛助金の件
　例年どおり80,000円とすること

⑥社会福祉協議会会費の件
　10,000円とする

⑦福生ＲＣ40周年式典全員登録を行なう事とする
　皆様はすでに良くご理解頂いている事ですが、
　ロータリーでは登録と出席は別である事を再認
　識して頂きたくお願いします。

⑧2009年1月8日新年夜間例会の件
　例年どおり行なう事とする

⑨青少年交換予定学生のスポンサークラブ並びに
　カウンセラーのお願いについて
　派遣予定者　　川野辺麻莉
　在籍学校　　　桜華女学院高等学校1年生
　担当地区委員　野澤会員
　カウンセラーは恵面青少年交換委員長にお願い
　した。

⑩その他
　老人ホーム9月15日手打ちうどん
　お揃いのジャンパーを作る　1枚3,000円位

　週報2ページ～4ページにする。
　昨年より予算5万円アップする。

　クラブ奉仕、年内に旅行を実施する

■第2回(8月度)理事･役員会■第3グループ発表者：山本会員

■第4グループ発表者：河野会員

①メンバー一人一人が推薦する人間を見つけて、
　勧誘する。(相羽会員)

②予定者のリストアップ懇談会を行なったが不発。
　(野澤会員)

③ドクターの発掘。各会員さんの息子さんは？
　いるけどなかなか入会しない。(五十嵐会員)

④声は掛けるけど、なかなか入会してくれない。
　(二ノ宮会員)

⑤市内の会が多すぎる。ロータリーの本当の意味
　を理解していない。財政的ゆとり、時間のある
　人、会費の問題。(溝井会員)

⑥入会してからの会員のフォロー

多摩分区361人→262人　100名減
ガバナー補佐として、各クラブに会員増強を強調。
(目時会員)

質か量かは別として、根気強く勧誘する事が大切｡

退会者に週報の郵送で元気な方々に呼びかけ。

9月に土田士朗会計事務所長がオブザーバー出席

■点鐘：町田会長
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■幹事挨拶 相羽幹事

■乾杯 目時ガバナー補佐

■親睦会

■会長代行挨拶 樺澤直前会長

■於：西武園 モンベール

■ビンゴゲーム、カラオケ大会

本日は、せっかくの花火鑑賞ですが、雨の中
で行なわれることになります。今は多くの国
で水不足の現象が生じております。

雨が少ないアフリカ、中央アジアのように雨
の少ないところでは、雨は楽しい、喜ばれる
ものとして歓迎され、イギリス、フランスな
ど温暖なところでは悲しいものとし、わが国
では、四季により雨に対する感性が異なり、
悲しい雨、楽しい雨があり、時としては天の
恵みとして感謝してまいりました。

花火の歴史にはいろいろの説があるようです
が、中国で火薬が発明された6世紀頃ではな
いかと言われています。最初の花火は、敵に
向けて大砲のように撃ち込み、敵を威嚇する
武器のような作用もあったようです。

花火は火薬と金属の粉末を混ぜたものを爆発
させることにより出る音や光を鑑賞するもの
で、金属の種類でさまざまな色合いとなり、
カルシウムでは赤系、ナトリウムでは黄系の
色が出るようです。

本日は雨に感謝しながらご家族の皆様と共に
花火を大いに楽しみましょう。

第2040回 家族親睦花火例会
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雨の中の例会でしたが、花火もより心のふれ合う楽しい親睦例会でした。
雨の中皆さんありがとうございます。


