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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

ガバナー公式訪問・第1994回例会 2007.9.6

■クラブ協議会

■神﨑職業奉仕委員長
　私は職業奉仕委員長の神﨑です。
　会長よりの依頼で今回は職業奉
　仕のお話ではなく、私の事をお
　話したいと思います。浅川ガバナーとはガバナ
　ーノミニューの時、地区対人地雷に関する特別
　委員会で何度かお会いしました。なかなか頑固
　一徹な方とお見受けしました。
　私が東村山ＲＣに入会したのは野崎会員に2年
　間攻められて入った平成2年の4月でした。その
　時は、我々の仲間でありました、阿部先生がガ
　バナーとして活躍していて、よく炉辺会合でお
　話をして頂きましたし、お酒をよく飲みました。
　ロータリーに入った時、名前と顔が一致せず随
　分苦労したのを覚えております。なにせ当時60
　名以上の会員がおりましたからね。
　その頃は出席率がいつも100％で、休むと事務
　局から毎日メークアップしましたか？の電話で
　した。その100％を最初に破ったのが私で、白
　い目で見られてそれは大変でした。
　私は皆に問い掛けたい。ロータリークラブを辞
　めたいと思っている方、いらっしゃいますか？
　挙手をしろとは言いません。いつでも結構です
　から、私に声を掛けて下さい。悪い様にはしま
　せんし絶対他言しません。要は会員としてのや
　り方が判らないとか、嫌な会員が居るとか、何
　でも結構ですから私に話して下さい。

■目時社会奉仕委員長
　東村山市という地域にあった社
　会奉仕活動を行っていきたいと
　思います。当クラブは40年の歴
　史がありますが、私が入会したのが丁度20年前
　の9月で、幸い良い先輩が多く、素晴らしい環
　境の中で、ロータリーの知識を勉強することが
　出来ました。

■野村国際奉仕委員長
　本年度の国際奉仕委員会の活動
　内容については、本年度の事業
　計画を読んでいただければご理
　解いただけるものと思いますので、今日はソル

■司会：河野幹事

■挨拶：樺澤会長

■お客様挨拶：

■発　表：

小川明治地区幹事浅川皓司ガバナー

ガバナー公式訪問

■町田クラブ奉仕委員長
　クラブ奉仕委員長を拝命してお
　ります、町田清二と申します。
　41代樺澤会長のもと、私たちは
　40年という長き歴史あるこのクラブの更なる発
　展と充実を願い、クラブづくりに、又、クラブ
　運営がスムーズに行われる様に努力を重ねて参
　りたいと心かけておるところであります。ただ、
　本年度からクラブリーダーシッププランに基づ
　きクラブ奉仕部門の委員会の数が従来の10の委
　員会から半分の5の委員会に統廃合しましたし、
　又、名称も変えましたので多少の戸惑いのある
　中で円滑な委員会活動が行われます様努力して
　いるところであります。



東京東村山ロータリークラブ

　トレイクの国際大会の雰囲気と｢今年度の国際
　大会のお誘い｣について、皆さんにお話しした
　いと思います。
　前年度の国際大会は、アメリカのソルトレイク
　という冬季オリンピックが開催された街です。
　この街は私個人的に懐かしい街で、今から32年
　前の学生時代にカナダ･アメリカを一人で旅行
　していたときに偶然立ち寄った街です。モルモ
　ン教の総本山がある宗教都市で、日本でいうと
　奈良の天理市のような雰囲気の街です。街並み
　は碁盤の目のようになっていて治安も良く安心
　して歩けました。ただ昼間はかなり暑くペット
　ボトルの飲み物が欠かせませんでした。日本人
　主催の朝食会では前小沢ガバナーと今日お越し
　の浅川ガバナーも出席されていました。大会が
　行われているコンベンションセンター付近を歩
　いていると、すれ違う人たちが親しげに声を掛
　けてくれたり、目で合図(ウィンク)してくれま
　す。会場の中でも真っ赤なSAAのジャケットを
　着た人たちが目が合うたびに、何か不都合でも
　あるのかといった表情をして寄ってきます。何
　とか大会を成功させようという意気込みを間近
　に感じた次第です。また、一つ一つのブースで
　一生懸命に説明している姿がとても頼もしく感
　じました。中には宮城県の複数のクラブの有志
　の方々が、ブースを毎年出店しているとのこと
　で何となく懐かしくなってしばらく話し込んで
　しまい、来年の再会を約束しました。

■土方プログラム委員長
　東村山の歴史、昭和42年12月10
　日に認証発足しました。初期の
　頃は誓約書を書かされ､2年以内
　に退会しない、100％の出席率を20年間維持し
　て地区大会ではいつも表彰されていました。当
　時は土地財産がどの位あるか審査され入会する
　のが厳しい時もありました。言いたい事は、言
　い改めるべき所あれば改め、伝統を継承してい
　きたいと思います。有り難うございました。

■高橋例会運営副委員長
　浅川ガバナー、｢心のふるさと
　情けのまち東村山｣へようこそ
　お越しくださいました。ありが
　とうございます。我がロータリークラブの名誉
　会員でもあります細渕前市長は、いつも東村山
　をこう紹介しておりました。｢東村山市には無
　形の財産が一杯あります。その一つは『情』の
　ある心の温かさです。どうぞ、思いやりの深い、
　温かい心の多くの人と知り合って下さい。これ
　が我が東村山市の財産です。｣
 『緑あふれ暮らし輝く都市、東村山』いかがでし
　ょうか。

■石山例会運営委員
　私はロータリー初参加3月1日、
　入会3月29日、ちょうど半年経
　ちました。入会当時はチヤホヤ
　して貰ったが、最近はほったらかし。自分でメ
　ーキャップも行っています。大変な所に入った
　と思っています。正直言って続けていけるか不
　安の時もあり、妻に行きたくないと言ったとこ
　ろ、やめちまえ、やめちまえ、と言われ、逆に
　コンチクショウと思い、3年間は続けて行こう
　と思っています。どうかよろしくお願いします。

■ご講評：浅川ガバナー

■謝　辞：樺澤会長

皆さん方、充分にロータリーのあ
り方について理解されているので
特に何も申し上げる事が無いくら
いです。皆さん立派に活動され、
特に地域を大切にされていること
が伝わってきました。
拡大についても数を追いかけるのではなく、中身
を大切にし、仲間にふさわしい人、ロータリアン
を拡大していって下さい。出席を義務と考えるの
ではなく、権利と思い色んな所の良いところを知
り、素晴らしいロータリーライフをお願いします。
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■会長報告 樺澤会長

■点鐘：樺澤会長

■司会：
　中丸例会運営委員長

■葛飾東ＲＣ：
　2007-08年度地区大会の案内
　2007年11月14日(水)
　　　　　　　　 ～15日(木)
　於　ホテルニューオータニ
　登録料　￥10,000
　大会2日目(15日)　登録12:00～

■青少年交換委員会：
　第42期派遣学生(2006年夏)の帰国報告会及び
　来日学生との合同歓迎会の案内
　2007年9月22日(土)　14:00～登録
　於　国立オリンピック記念青少年総合センター

■お客様紹介：
　神﨑パスト会長

◆ゲスト：

ガバナー補佐
桑田茂平様

分区幹事
数野国明様

地区幹事
小川明治様

ガバナー
浅川皓司様

第1994回 例会

■斉唱：国家｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：村田会員

■幹事報告 河野幹事

■お客様挨拶 桑田茂平ガバナー補佐

■回覧：
　｢友｣インターネット速報
　No.300

■東村山市教育委員会：
　第44回東村山市民運動会
　開催の案内
　平成19年10月7日(日)　午前8時20分～
　於　東村山市運動公園

■青少年育成委員会：
　地区青少年育成委員会開催のお知らせ
　2007年9月26日(水)　14:30～16:45
　於　ガバナー事務所

■出席報告 杦山例会副委員長

■前々回メークアップ修正後
　前々会欠席：4名
■前々回出席率
　メークアップ修正後：89.47％
■前々会メークアップ者：
　石山会員　小金井ＲＣ
　木下会員　新所沢ＲＣ
　村田会員　東大和ＲＣ
　高橋会員　東大和ＲＣ
　竹田会員　地区委員会

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

40 37 0 3 92.11
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◆樺澤会長、河野幹事：
　　　　　　浅川ガバナー、小川
　　　　　　地区幹事、分区から
　　　　　　桑田ガバナー補佐、
　　　　　　数野分区幹事、よう
　　　　　　こそおいで下さいました。
◆浅川ガバナー：
　　　　　　寸志
◆目時会員：浅川ガバナー、初役員の皆様、公式
　　　　　　訪問でのご指導ありがとうございま
　　　　　　す。
◆當麻会員、竹田会員：
　　　　　　竹田健次さんようこそおいで下さい
　　　　　　ました。入会お待ちしております。
◆神﨑会員：浅川ガバナー、小川地区幹事、桑田
　　　　　　ガバナー補佐、数野分区幹事、本日
　　　　　　は荒天の中、ありがとうございまし
　　　　　　た。
◆野澤会員：浅川ガバナーようこそ東村山へ。地
　　　　　　区青少年交換では大変お世話になり
　　　　　　ました。
◆相羽会員：浅川ガバナー、公式訪問ありがとう
　　　　　　ございます。
◆漆原会員：野澤会員、二の宮会員、小林会員、
　　　　　　東久留米ＲＣ・保谷ＲＣ合同コンペ
　　　　　　出席ご苦労様でした。
◆戸澤会員：24日から野菜産地の視察でアメリカ
　　　　　　ワシントン州へ行ってきます。

本日のニコニコ合計： 58,000円
　　累　　　計　　：422,000円

■ニコニコＢＯＸ 相羽クラブ管理委員長

■ご結婚祝月：戸澤会員
　　　　　　：野崎会員

■会員誕生祝月：中丸会員
　　　　　　　：目時会員

■令夫人誕生祝月：細渕会員
　　　　　　　　：漆原会員

■竹田会員増強委員長
　一人の会員が一人の新入会員を
　紹介して頂きますよう、ご協力
　お願いいたします。

■戸澤会員研修委員長
　炉辺会合11月1日(木)　6:30～
　久米川市松様にて予定していま
　す。内容については後日報告し
　ます。

■委員長報告

■卓話 浅川皓司ガバナー

■点鐘：樺澤会長

地区でただ一人の国際ロータリー
の役員。その時のＲＩ会長のメッ
セージを伝える、又、皆様の活動
を報告し皆様のお役に立てるのが
努めです。
今年のテーマ、分かちあいの心。
慈愛の心、寛容の心を分かちあい、我々も吸収で
きるものは吸収し、見聞をお願いします。
ロータリー活動はクラブが基本です。クラブの定
款にのっとり活動してください。
ボトムアップが基本です。トップダウンはありま
せん。皆で決めた事を守って行って下さい。
楽しく共に分かちあいクラブの仲間と楽しいクラ
ブライフをお願いします。
身近なクラブを大事にして頂きたい。バッヂを付
けているだけで対等です。ご理解しメーキャップ
を楽しんでください。
皆さんで何らかの委員会に携わり、出来ることを
協力していって下さい。


