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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2128回例会 2010.6.24

｢誠心誠意、和をもって｣“事にあたろう”

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

■司会：
　田中例会運営委員長

■点鐘：杦山会長

お話しされているのを皆様ご存じのことと思いま
す。私共、その牧場から牛蒡が送られてきていま
す。社長頑張ってと祈るばかりでございます。

■会長報告 杦山会長

口蹄疫が4月に宮崎で発生し、感染が拡大してき
ました。宮崎を励ます声が全国に広がっています
が、生産者の辛さは如何ばかりでしょう。不屈の
農耕魂で頑張って欲しいものです。国家的な危機
とも言える感染の拡大です。政府は菅総理を先頭
に、終息に全力を尽くすべきです。夜明け前の空
が最も暗い空、早く宮崎を朝日が明るく照らすよ
うになって欲しいものです。
都城市はざま牧場の社長さんが、苦しい胸の内を

■合唱：ロータリーソング
　｢それでこそロータリー｣

◆ソングリーダー：
　石山会員

■幹事報告 高橋幹事

■ロータリー財団委員会：
・(在京)｢次年度地区ロータリー財団セミナー｣
　開催の案内について
　2010年7月13日(火)　15:00～
　於　如水会館
・ロータリー財団2010-11年度新地区補助金プロ
　ジェクトの報告並びにアンケート調査への協力
　のお願いについての受理

■クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕委員会：
　｢各クラブ四大奉仕活動の活性化を考える会｣の
　案内の受理
　2010年8月5日(木)　17:00～
　於　東武ホテルレバント東京

■国際ロータリー日本事務局：
　2010年7月のロータリーレート　1ドル＝92円

■国際奉仕委員会：
　(在京)クラブ国際奉仕委員長会議の案内の受理
　2010年7月29日(木)　15:00～17:00
　於　ハイアットリージェンシー東京
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

37 30 1 6 83.33

■出席報告 相羽例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：5名
■前々回出席率メークアップ修正後：85.71％
■前々会メークアップ者：
　相羽会員：東京四谷ＲＣ
　中條会員：ＦＲＣゴルフ
　中丸会員：地区委員会

■職業奉仕委員会：
　(在京)クラブ職業奉仕委員長会議の案内の受理
　2010年7月20日(火)　17:00～18:30
　於　ハイアットリージェンシー東京

■ガバナー事務所：
　戦没者遺骨収集活動支援金のお願いについて
　1人500～1000円　当分の間、常時受付中

■東京立川こぶしＲＣ：
　創立25周年記念事業｢立川文学賞｣創設について
　日本語で書かれた未発表小説の募集
　〆切　2010年11月30日
　(地域・学校への呼びかけの依頼)

■学校法人 菅生学園：
　(訃報)元衆議院議員　理事長　島田 久 儀
　｢送る会｣
　6月26日(土)　11:00～
　於　菅生高校体育館
　6/14 亡　 6/18 親族の葬儀済み

■心の東京革命：
　平成22年度賛助会員会費納入のお礼の受理

■東村山国際友好協会：
　賛助会費納入のお願いとインディペンデンス市
　学生訪問団歓迎パーティーの案内
　7月17日(土)　17:00～
　於　市民センター2Ｆ

■国際奉仕委員会：
　次年度国際奉仕委員会より文書の受理

■例会場・事務局変更：
　東京福生中央ＲＣ
　新住所：福生市志茂192-2Ｆ

■例会変更：
　東京板橋セントラルＲＣ、東京板橋ＲＣ
　→週報担当委員へ

■回覧：｢友｣インターネット速報　No.432
　　　　ハイライトよねやま

■ニコニコＢＯＸ 金子クラブ管理委員

■皆出席：
　小町会員(1回目)

■皆出席：
　中丸会員(9回目)

◆杦山会長：一年間ありがとうございました。
◆高橋幹事：皆様、会長様、菱沼さん一年間あり
　　　　　　がとうございました。モントリオー
　　　　　　ル参加お世話になりました。
◆樺澤会員：當麻委員長ありがとうございます。
　　　　　　杦山会長、高橋幹事ご苦労様でした｡
◆當麻会員：世界大会ありがとうございました。
　　　　　　写真ありがとう。
◆町田会員：杦山会長1年間ご苦労様でした。
◆嶋田会員：杦山会長ご苦労様でした。
◆土方会員：高橋幹事ご苦労様でした。
◆野崎(征)会員：
　　　　　　高橋幹事ご苦労様でした。
◆野崎(一)会員：
　　　　　　杦山さん、高橋さんご苦労様。
◆田中会員：杦山さん、高橋さん1年間ご苦労様
　　　　　　でした。
◆目時会員：杦山会長、高橋幹事1年間ご苦労様
　　　　　　でした。
◆石山会員：写真ありがとう。
◆戸澤会員：杦山さん、高橋さんご苦労様。
◆野澤会員、二ノ宮会員：
　　　　　　杦山さん、高橋さんご苦労様。
◆山本会員：写真ありがとう。當麻委員長ありが
　　　　　　とうございます。
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■委員長報告

■當麻国際奉仕委員長

モントリオール世界大会に出席して
昨夜国際大会から帰宅しました。約1週間の日程
でしたが詳細な報告は、7月第3週の例会で報告致
します。バナーを購入し、国際交流を図ってまい
りました。簡単な日程は、16日にバンクーバーに
入り、17日カルガリー、18・19日はバンフに滞在
し、20日から22日までモントリオールでした。ト
ルコやアメリカ・ミズーリ州のロータリアンとバ
ナーを交換し、友好を深めてまいりました。
7日間疲れましたが、楽しく意義のある国際大会
の参加だったと思います。国際大会で印象深かっ
たことは、アトラクションでポール・マッカート
ニーが出演していたのが新しい演出だったと思い
ます。7月の第3週には写真を使い、私と木下会員
が詳しく報告させて頂きます。

■相羽直前幹事

直前幹事として年史を、本年度中に皆様にお届け
しなければならなかったのですが、諸般の事情に
より遅くなりましたが、来月には皆様にお届け出
来ると思いますので宜しくお願い致します。

■中丸次年度幹事

次年度各委員長さんにお願いです。クラブ概況に
掲載する都合がありますので今月中に各委員会の
活動方針をご提出下さい。宜しくお願い致します。

■杦山会長

ＲＩ会長、ジョン・ケニーは｢ロータリーの未来は、
あなたの手の中に｣、私は｢誠心・誠意、和をもっ
て事にあたろう｣といたしました。
思えば遠い話のようですが、会長指名をお受けし、
幹事をお願いし、理事のみなさんをお願いいたし
ました。前の年の12月でした。大きな希望をもっ
ての年頭です。杦山よ、たった一年だから好きな
様にやってみなよ、と声を掛けて下さる方もおり
ました。
そして高橋幹事と共に2人3脚でやってまいりまし
た。
この一年間、みなさまの温かいご理解を頂き、無
事に最終例会を迎えることが出来ます事、心より
御礼申し上げます。ただ返す返す残念なのは残り
僅かの時、不徳の致すところで5回の例会欠席で
した。みなさまには大変ご迷惑をお掛けしました
事、深くお詫び申し上げます。さて昨年7月2日初
めての例会です。会長としての初仕事、米山奨学
生宋慧珍さま、今年度我がクラブにおきましてお
世話いたします韓国からの学生さんです。のちの
話ですが日本に来るきっかけは父の日本への転勤
でした。子供の頃から韓国より先進国で高い技術
を持っている国、またとない留学生生活、また日
本人は韓国人を変な目で見ないか、多分に心が揺
れたと云う。でも実際に日本に来てみると不安は
すぐ無くなったといいます。家に帰る道に迷い住
所を書いてある手帳を見せながら、片言で言った
ら優しく道案内をしてくれたと、私の思いと違い、
こんなに優しい人達と好印象を持ったといいます。
多摩分区地区役員委嘱状伝達式等終わってみれば、
汗でびっしょりでした。
8月には恒例になっております、家族親睦花火例
会が西武園にて開催され多数の方々の参加をいた
だき楽しいひとときを過ごすことができました。
菱沼事務局員の着物姿、とても素敵でした。

■卓話(1年間を顧みて)

◆中丸会員：杦山さん、高橋さんご苦労様。
◆小町会員：杦山さん、高橋さん1年間ご苦労様
　　　　　　でした。
◆木下会員：杦山さん、高橋さんご苦労様。
◆戸澤会員：杦山さん、高橋さんご苦労様。
◆野村会員：杦山さん、高橋さんご苦労様。

本日のニコニコ合計：   82,000円
　　累　　　計　　：1,413,680円
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24日には東村山駅西口開発ONE'S TOWERの竣工式
でした。細渕前市長さんが夢にみた事業の完成。
｢てんしゃばフェスタ｣も盛大に行われ市の発展の
為に大きく寄与することでしょう。
9月には渡辺市長さんにお話をして頂き、長年の
懸案であります、府中街道と踏切の問題、5つの
踏切が高架になる事業計画が認められたとのこと、
東村山駅より新秋津駅に向う道路も計画が進んで
いること、とても楽しみなお話を聞くことが出来
まして嬉しく思っています。
10月27日立川グランドホテルに於きましてＦＲＣ
合同例会がホストクラブ東京東大和真崎会長の下
で開かれました。｢人を動かすビジネスマナー｣と
題し講師：マナー・礼法講師 佐藤ゆみ氏が人と
人の交わり方をお話されました。
11月5日ガバナー公式訪問。多田宏ガバナーが会
員減少の中、増強に対してのポイントを3つ挙げ
られました。
　①自分で時間をコントロールし、時間を自由に
　　出来る人
　②自分の職業を通じて少しでも世の為、ひとの
　　為に善行を行いたい願望の有る人で、自己向
　　上心のある人
　③自分の持っている有形無形の財産を少しでも
　　他人の為に提供しようとする人
多田ガバナーには早くお越し頂き、10時には打ち
合せが始まり、松本ガバナー補佐のはからいの中、
自由なお話をさせて頂きました。また中條基成君
の入会式も出来、無事に終わることが出来ました。
11月7～8日、恒例になっております東村山市産業
まつりに参加を致しました。交通少年団・消防少
年団、いつもながら大きな声を張り上げての募金
活動には頭がさがります。フランクフルト・海産
物・たまねぎ・ごぼうの販売に多くの会員に支え
られての2日間でした。當間委員長はじめ、皆様
ありがとうございました。
11月20～22日、木下宜野湾友好委員長のもと友好
締結20周年記念合同例会が行われ親睦旅行を兼ね
26名の参加を頂きました。私事になりますが、昨
年の地区大会ニューオータニの時、次年度会長仲
吉サダ子さんとお会いしまして、春頃より話を致
しまして今年度の目標とさせて頂きました。友好
締結時会長、細渕名誉会員、前田米蔵夫妻も参加
頂きました。友好締結時幹事土方先生、友好20年
の思い出多いお話をご披露いただき、歴史の重さ
をつくづく感じました。
いつもながらメンバーの方々の計らいで世界遺産、
琉球王国のお城・遺産等、また宜野湾市いこいの
市民パークにてオオゴマダラ蝶の餌になります植
物、ホーライカガミの記念植樹も行いました。心
温まるおもてなしを頂きました。ありがとうござ
いました。
12月19日、クリスマス家族親睦例会行事になりま
すとＳＡ・親睦の方々になります、おじんバンド
の軽快な伴奏に合わせ野澤夫人いつもながらの、
素敵な歌声が響き渡り会場を盛り上げて頂きあり
がとうございました。ご出席いただきました各ご
家族のみなさま、夜間にも拘らず多数の参加あり

がとうございました。
2月3～7日、神﨑対人地雷除去に関する特別委員
会委員、5年間に渡り役職を務め誠にご苦労さま
でした。チャーター便で同志と共にカンボジアま
で行き、地雷の除去を目の当たりに見、体験する
野澤さん、野村さん、そして神﨑さんの奥様。本
当にご苦労様でした。
2月16・17日、2580地区大会。ホテルニューオー
タニに於いて行われました。多田ガバナーの方針
で2日間全員出席とのことでしたが、松本ガバナ
ー補佐の発案で多摩分区は1日目は会長・幹事・
四大奉仕委員長とのことで、2日目は通常通りと
お願いをいたしました。ホストは秋川ロータリー
でしたので多摩の物産が多数出店されておりまし
た。特に地ビールが美味しかったです。何品か求
めて参りました。
懇親会終了後、仲吉サダ子はじめ宜野湾ロータリ
ーの方々との懇親、20周年時のお礼、そして親交
を深め夜の明けるまで飲んで家路につきました。
皆様ご苦労様でした。
3月3日、多摩分区合同例会Ｉ・Ｍ(インターシティ・
ミーティング)が昭和館で行われました。ホスト
クラブ高澤英明会長、福生ロータリークラブでし
た。基調講演｢ロータリーとは｣第2580地区パスト
ガバナー小澤秀瑛様の講演の中で皆様方がロータ
リーに入った動機、5年前、10年前、あるいは20
年前、30年前、その動機というものをこの時点で
考えていただきたい。友人に誘われた、取引先の
社長さんに誘われた、その他色々な動機があるか
と思います。恐らく殆どの方が、ロータリーは一
つの奉仕団体であろうと、そして入って自分ので
きる範囲内の奉仕をしようというのが一番インパ
クトのある入会動機ではなかろうかと思います。
ロータリーは単なる奉仕団体では無い。あくまで
もロータリーというのは奉仕を手段として自分の
心の鍛錬をする場所、心の修練をする場所、あく
までも奉仕は手段であると考えて頂きたい。この
ように述べておられました。
3月11日、米山梅吉翁記念館見学。米山奨学会漆
原委員長が今年はぜひ早く実現したいと言われて
いましたのが実現いたしました。例会後出発し総
勢9名が中央高速～御殿場～伊東～木下ペンショ
ンへと。ひと風呂浴びて小宴会。翌日お天気に恵
まれまして記念館で卓話までして頂き、委員長さ
んの発案で全員ポケットマネーを集め記念館に寄
贈いたしました。有意義な旅、漆原委員長さんご
苦労様でした。
3月28日、社会奉仕當間委員長はじめ、会員の皆
様での平和女神像の清掃事業です。府中街道を市
役所過ぎた踏切の右側に高くたっています。すで
に40余年経過して初めての清掃でした。交通少年
団・消防少年団のご協力をいただき女神像が綺麗
になり周辺の清掃もでき渡辺市長さんも駆けつけ
て頂き無事に終わる事ができました。
カナダ・モントリオール世界大会に行かれました
當麻国際委員長はじめ会員の方々、長旅ご苦労様
でした。
最後になりました。菱沼さんが一時は体調を崩し、
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■点鐘：杦山会長

会員の皆様、一年間大きく支えて頂きありがとう
ございました。スタートから失敗続きの未熟な幹
事でありましたが、なんとか最終ゴールへ着く事
が出来ました。本当にありがとうございました。
ＩＭでも発表致しましたが幹事である私自身が、
ロータリー活動へ向けての時間づくりが出来なか
った事、会長との事前打ち合わせの時間がうまく
取れなかった事、そして在籍年数が長いだけで、
ロータリーの本文に於ける真の勉強不足など含め、
スタートからクラブの皆様、そして会長にご迷惑
をお掛けしました事をこの席をお借りし、高い所
からですが深くお詫び申し上げます。
会長としては多くの不満と同時に役に立たない感
じが強く有った事と思います。この事だけでも本
当に申し訳なく思っております。
｢役が人を作る｣という言葉が有りますが、恥ずか
しい話、正に幹事になって初めてロータリーの事
を真剣に取り組み勉強し、ロータリー活動の意味
をも理解できた次第です。
お陰様で一つでも正しく覚えようと真剣に勉強を
することが出来ました。もしこのチャンスが無か
ったら、ロータリーを辞めていたと思います。幹
事役として選んで下さいました杦山会長に感謝申
し上げます。合わせてこの素晴らしいロータリー
活動に再度気付かせて頂きました事に感謝申し上
げます。
世界大会のＲＩ会長のあいさつの中で｢人間とし
て本当の裕福な財産とは莫大な財産を残すことで
はなく、社会に役に立つ多くの奉仕活動を通し、
世の中に本当の幸せを大きく広げる事が、人間と
しての真の裕福な財産だ!!｣と話しておられました。
ロータリーの基本がここにある事を感じました。
そして、なぜ四大奉仕委員会なのか、その活動の
真髄を再度知らしめられました。
｢思い立った時が吉日!!｣ということわざがありま
すが、もしお許しが戴けるのであれば、もう一度
幹事をやってみたいと思います。幹事役としての
失敗続きの一年間、会長の補佐役として役に立て
無かった多くの事からも、大いなる反省と不完全
燃焼だった事を含め、もう一度務めたいと思って
おります。
結びになりますが、杦山会長、クラブ会員の皆様、
そして未熟な幹事をしっかりと支えて下さいまし

た事務局の菱沼様、一年間本当にありがとうござ
いました。
東村山ロータリークラブの益々のご発展と会員皆
様のご健勝を祈念申し上げまして、2009～2010年
度・東京東村山ロータリークラブの幹事として一
年間を顧みて御礼のご挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。

■高橋幹事

高橋幹事、他クラブの事務局の応援を頂き無事カ
ムバックされました事、大変嬉しく思っています。
この一年間、これ程多くの方々に支えられて頂き
ました事、私にとりまして、かけがえのない財産
となりました。誠にありがとうございました。


