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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2129回例会 2010.7.1

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　戸澤例会運営委員長

■点鐘：山本会長

■会長報告 山本会長

本日より微力ではありますが会長職を努めたいと
思います。本日皆様の手元にマイお箸が届いてい
ます。今年度は割り箸を使わないで、マイお箸の

■国歌：｢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

■お客様紹介：
　杦山直前会長

◆ゲスト：武蔵村山ＲＣ　波多野稔 様

■会長継承式：
　杦山直前会長から
　山本会長へ

■幹事継承式：
　高橋(眞)直前幹事から
　中丸幹事へ

■多摩分区地区役員委嘱状伝達：
◆地区青少年育成委員会
　野村高章会員

◆地区バギオ基金委員会
　広報・ウェブ委員会
　石山敬会員
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

35 32 0 3 91.43

■出席報告 田中例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：94.44％
■前々会メークアップ者：
　相羽会員：東大和ＲＣ
　飯田会員：理事会
　町田会員：理事会
　目時会員：分区拡大増強委員会
　野澤会員：地区委員会
　戸澤会員：理事会

■ニコニコＢＯＸ 高橋(徹)クラブ管理委員

■令夫人誕生祝月：
　樺澤会員、隅屋会員
　赤木会員、村田会員

◆當麻会員：山本会長・中丸幹事1年間宜しくお
　　　　　　願いします。山本会長におきまして
　　　　　　は奉仕の理想を求めて1年間頑張っ
　　　　　　て下さい。写真ありがとうございま
　　　　　　した。

■幹事報告 中丸幹事

■国際ロータリー日本事務局：
　国際ロータリー2010年規定審議会｢決定報告書｣
　の受理

■クラブ奉仕委員会、プログラム検討委員会：
　年間プログラムに全会員卓話プランのお願いに
　ついて
　上野ガバナー推奨の全会員による卓話を年間計
　画に載せること

■ガバナー事務所：
・｢2010～2011年度地区組織図｣配布のお願い
　→コピーして配布いたします。
・口蹄疫被害救済支援金の報告とお礼の受理
　6/30付　第2730地区へ送金
　2580地区 総額2,483,096円(当クラブ 40,000円)

■東京青梅ＲＣ：
　2009～2010年度幹事会について
　2010年9月4日(土)～5日(日)
　於　御岳山荘　16時集合

■例会変更：
　東京東江戸川ＲＣ、東京江戸川中央ＲＣ
　→週報担当委員へ

■八坂神社：
　八坂神社例大祭執行の案内
　2010年7月17日(土)～18日(日)
　於　八坂神社

■回覧：
　｢友｣インターネット速報　No.434
　所沢中央ＲＣ週報
　バギオだより

使用をお願いいたします。
持って帰っても結構ですし、会場に置いといても
かまいません。もし、持参するのを忘れたら割り
箸募金箱を用意しますので、ご利用ください。
地区納めの会に出席して参りました。記念の手ぬ
ぐいを頂戴しました。会場の雰囲気は楽しく余興
の後に食事会となりました。
臨時理事会が本日開催されいくつかの議案が承認
されました。8月21日(土)の納涼祭として屋形船
の回覧をしていますので、出欠をご記入願います。
戦没者遺骨収集活動支援金については、各自封筒
に1000円以上として、ご提出ください。また、例
会時における昼食については、今まで通り東村山
給食センター、西武園モンベール、うどんの｢こ
せがわ｣としました。その他東京立川こぶしＲＣ
より創立25周年事業として、｢立川文学賞｣を設け
ましたので、参加意志のある方が居ましたらご紹
介くださいとのこと。回覧で回っていますのでご
覧ください。当クラブの休会として、7月29日と8
月12日を決定しました。
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■ゲスト挨拶

■武蔵村山ＲＣ
　波多野稔様

初例会に出席させて頂いているのですが、年度末
までに伺わなければと心掛けていたのですが、本
日になってしまったこと、お詫び申し上げます。
皆様もご存じの通り、当クラブ会員の不祥事につ
きクラブとして戒告処分なるものを受け、当人は
除名処分となりました。
初例会に、このようなお話をすること自体が、大
変御無礼でありますがご理解ください。
また、その事を踏まえて、親クラブである立川Ｒ
Ｃ鈴木パストガバナーに7月14日卓話をお願いし
ましたので29名からスタートする当クラブへ是非
足を運んでください。

■委員長報告

■小町クラブ奉仕委員長

クラブ協議会を本日より3回実施いたしますが、
次回はクラブ奉仕部門でその後はクラブ3大部門
ですので、各委員長さん楽しいお話をお願いいた
し協議会を盛り上げて下さい。

◆山本会長、中丸幹事：
　　　　　　本日より1年間皆様のご協力をいた
　　　　　　だき頑張りたいと思います。どうぞ
　　　　　　よろしくお願いします。モントリオ
　　　　　　ールの写真ありがとうございます。
◆神﨑会員：山本会長、中丸幹事1年間頑張って
　　　　　　下さい。杦山前会長、高橋前幹事大
　　　　　　変お疲れ様でした。ゆっくりロータ
　　　　　　リーライフを楽しんでください。
◆杦山会員：山本新会長さん、中丸新幹事さん今
　　　　　　日から1年間健康に注意しつつ皆様
　　　　　　を導いて下さい。
◆高橋(眞)会員：
　　　　　　会員の皆様、杦山直前会長様1年間
　　　　　　ありがとうございました。山本新会
　　　　　　長、中丸新幹事1年ご苦労様です。
　　　　　　頑張って下さい。樺澤、二ノ宮、當
　　　　　　麻様、世界大会の写真ありがとうご
　　　　　　ざいます。
◆波多野様：初例会おめでとうございます。本日
　　　　　　は武蔵村山ＲＣの会員がご迷惑をお
　　　　　　掛けしまして申し訳ございません。
　　　　　　7月14日第二例会日に親クラブ立川
　　　　　　ＲＣの鈴木正二パストガバナーに卓
　　　　　　話のお願いをしました。
　　　　　　我クラブは29名のスタートとなって
　　　　　　しまいました｡
◆五十嵐会員：
　　　　　　杦山さん、高橋さんご苦労様でした｡
　　　　　　山本会長、中丸幹事1年間頑張って
　　　　　　下さい。
◆目時会員：山本会長、中丸幹事1年間頑張って
　　　　　　下さい。
◆小町会員：山本会長、中丸幹事1年間よろしく
　　　　　　お願いします。世界大会の写真あり
　　　　　　がとうございます。
◆樺澤会員：山本会長、中丸幹事さん、ご健勝で
　　　　　　ご活躍を祈念しよろしくお願いしま
　　　　　　す。写真ありがとうございました。
◆町田会員：武蔵村山ＲＣ波多野様、本日はよう
　　　　　　こそお越し下さいました。一時を楽
　　　　　　しんで下さい。山本会長、中丸幹事
　　　　　　1年間頑張って下さい。
◆野澤会員：山本会長、中丸幹事1年間頑張って
　　　　　　下さい。楽しいクラブ運営をしまし
　　　　　　ょう。
◆野村会員：杦山前会長、高橋前幹事、1年間ご
　　　　　　苦労様でした。山本会長、中丸幹事､
　　　　　　今日から出発、ゆっくり行きましょう｡
◆木下会員：1年間宜しくお願いします。カナダ
　　　　　　の写真ありがとう。
◆高橋(徹)会員：
　　　　　　山本会長、中丸幹事、1年間よろし
　　　　　　くお願いします。
◆村田会員：山本会長、中丸幹事、1年間よろし
　　　　　　くお願いします。
◆土方会員、野崎会員、嶋田会員：
　　　　　　1年間宜しくお願い致します。

◆二ノ宮会員、漆原会員：
　　　　　　杦山前会長、高橋前幹事、1年間ご
　　　　　　苦労様でした。山本会長、中丸幹事
　　　　　　ご指導宜しくお願いします。
◆赤木会員：山本会長、中丸幹事これから1年間
　　　　　　頑張って下さい。
◆戸澤会員：写真ありがとうございました。
◆隅屋会員：先週例会後にうどんをお土産にいた
　　　　　　だきました。ありがとうございました｡

本日のニコニコ合計：   84,000円
　　累　　　計　　：   84,000円
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■山本会長

2010～2011年の東京東村山ロータリークラブ第44
代会長として、先輩諸兄により築かれて来た伝統
と歴史の重みを受け継ぎ、また新たなる若いエネ
ルギーを取り入れ活力があり、調和の取れたクラ
ブ運営を行っていき、来る45周年に向かいこの1
年間クラブメンバーが一丸と成って突き進みたい
と考えています。
まず、｢自治権は各クラブにあり｣を基本の柱とし
て、本年度はまず自クラブの体力作りとメンバー
の｢和｣を求めたいと考えて、下記のテーマを掲げ
させて頂きます。
会長テーマは｢温故知新 そして 和｣と致しまし
た。
(ふるき を たずね 新しきを知れば もって師と
なるべし。)
昔の事を良く学び、そこから新しい考え方や知識
を得る事。また、過去のことを研究して現在の新
しい事に対処する。
そして｢和｣とは、仲良く互いに相手を尊重し助け
合う関係にあること。
現在の非常に幅広い年齢層のクラブ構成の中では、
やはり｢和｣をもってクラブ内部が調和し団結し、
一丸と成る事が必要ではないでしょうか。
伝統を守り、また新しい息吹を取り入れ礼の中に
も活発で楽しさがあり、出席する事が楽しい例会
を目指したいと思います。
ロータリアンは職業奉仕を通して1つの目標に向
う同志でなくてはならず、人生の貴重な一端の時
間を捧げ、そして資産も出し、職業奉仕を通して
あらゆるノウハウも提供し、社会の為世界のため
に、善行を行おうという非常に崇高な人々の集団
であるとも言われています。
そしてロータリー活動の基本は職業奉仕にあり、
その実践の場の入り口こそが例会ではないでしょ
うか。異業種の職業人のトップが集まり、実践の
中で得た貴重な多種多様なノウハウを交換し合い、
また成功談失敗談などの貴重な経験をも語り合い、
そしてメンバーの親睦を深めて職業奉仕活動の基
本と成る基礎を作って行くのが例会ではないので
しょうか。
私はロータリーの基本は例会にあり、魅力的かつ
活力に満ちた例会になれば、おのずと出席率も向
上しメンバーの増員にもつながり、そして四大奉
仕活動も自然に活発になるものと信じています。
創立45周年に向けて、皆様の多大なるご協力とお
力添えを心からお願い致します。

☆活動方針
1.ロータリー活動の原動力であり、すべての原点
　でもあるクラブ例会運営・活動の充実。
2.東京東村山ロータリークラブ45周年にむけ、40
　名クラブを目指す。
3.クラブメンバーの懇親と和(夜間例会、懇親会、
　親睦旅行の充実)
　[沖縄宜野湾ロータリークラブ創立45年式典へ
　の参加]

大変微力な44代会長では有りますが、本年度はま
ずクラブ内部の団結を図りたいと考えております。
皆様のご協力を是非お願いいたします。

■中丸幹事

一年の抱負
皆さんこんにちは。東京東村山ロータリークラブ
第44代山本会長のもとで幹事を仰せつかりました
中丸でございます。常日頃、会員の皆様には大変
お世話になって居りますが、今年度はより一層、
幹事として皆様にお世話になります。10年間在籍
してきましたが、ロータリーに関する知識が十分
とは言えない私が幹事という職責を全うするには、
皆様のご協力とご指導無くしてはできません。ど
うぞ宜しくお願い致します。
今年度は会員の減少に伴い、35名からのスタート
となり会員増強も急務となります。出席率の低下
という問題も見受けられます。杦山直前会長のテ
ーマは｢誠心誠意、和をもって｣という全員野球を
提唱されました。今年度山本会長のテーマは｢温
故知新 そして 和｣とやはり｢和｣を提唱されまし
た。クラブの各年代が調和・団結して一丸となる
こと。伝統の中にも新しさを取り入れ、楽しく意
義のある、活力のあるクラブであり、またそれを
実現する楽しく規律ある例会としたいという事だ
と思います。この山本会長の方針、思いを実現出
来ます様、幹事として微力ながら努めてまいりま
す。それには、小町クラブ奉仕委員長との連携の
もと、例会運営委員会、クラブ管理委員会をはじ
めとする各委員会の皆様のご協力が不可欠となり
ます。どうか宜しくお願い致します。
今から1年前、高橋直前幹事が｢私の心の中には、
あの箱根駅伝の襷と同じように、先輩諸兄の作ら
れた、伝統ある東京東村山ロータリークラブの歴
史と誇りをしっかりと襷をかけ全力で走る事が私
の役目です。｣と話されていました。私も、この
伝統あるクラブの幹事として恥ずかしく無い様、
そして次年度幹事へしっかりと襷をつなげられる
様、定款やクラブ細則を学び、そしてこれらにの

■クラブ協議会
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■点鐘：山本会長

っとり1年間精一杯活動して行く所存です。しかし、
何分浅学非才の私ですので、ゴルフに例えると2
オン2パットのパーを華麗にとれる幹事ではなく、
懸命に3オン2パットのボギーを取る幹事になれれ
ばと思っています。
最後になりますが、山本会長の指示の元、幹事と
しての職務を出来る限り全うし、来年6月に皆様
の前で、1年を顧みてをお話できるのを楽しみに
して1年間頑張りますので、どうか会員の皆様の
ご指導、ご協力を宜しくお願い致します。

■第1回(7月度)理事・役員会

■夏季の家族親睦例会について：
　納涼屋形船の実施を原案の通り承認された。

■戦没者遺骨収集活動支援金について：
　1人1000円以上で会員に集金袋にて支援金に協
　力することで承認された。

■今期の例会時における食事について：
　第１例会日：東村山給食センター
　第２例会日～：西武園モンヴェール
　最終例会日：うどん｢こせがわ｣
　上記の通り原案通り承認された。

■①東京立川こぶしＲＣより、創立25周年記念事業
　　｢立川文学賞｣の協力依頼について
　　例会時回覧にて対応することで承認された。
　②休会について
　　定款第6条第1節Cにより以下の日を休会とす
　　ることで承認された。
　　例会休会日：7月29日及び8月12日


