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第2198回例会 2012.1.12

こころの中を見つめよう
博愛を広げるために

和の心　自然に学びて未来を創ろう

■司会：
　石山例会運営委員長

■点鐘：小町会長

■会長報告 小町会長

先週の新年例会、楽しんでいただけたでしょうか。
本日は早朝より社用にて水戸に行ってまいりまし
た。震災より10ケ月が経ちますが、未だ日本瓦葺
きの家の棟瓦がシートを被っていました。復興に
は時間がかかりそうです。下半期のクラブ協議会
です、よろしくお願いします。
国際ロータリー日本事務局よりポール・ハリス・
フェローの賞状とピンが野村高章、金子哲男会員
に届いています。
皆様、朝夕の寒さには十分お気をつけください。

■幹事報告 野村(高)幹事

■ガバナー事務所：
・年末年始のあいさつの受理
・東日本大震災義援金に関する報告の受理について
　資料①東日本大震災義援金プログラムの実施報告
　　　②｢ロータリー希望の風奨学金｣支援金額一覧
　　　③｢ロータリー希望の風奨学金｣プログラム開始
　　　　報告
　※当初計画された｢five for one｣は実施されないこ
　　とになった。
　　five for one：非被災5クラブが1つのグループを作
　　　　　　　　　り、被災1クラブを対象に物心両面
　　　　　　　　　で支えるプログラム内容

■青少年交換委員会：
　2012-13年青少年交換プログラム
　｢ホストファミリー募集とファミリーバンク登録のお
　願い｣について
　ホストクラブ以外の会員もホストファミリーとして
　参加できる
　2012年8月～2013年7月中旬帰国までの間2～3ヶ月

■国際奉仕委員会：
・第3回国際奉仕委員会(在京)会議開催について
　2012年3月14日(水)　18:00～20:00
　於　ロイヤルパークホテル
・第2回国際奉仕委員長(在沖縄)会議について
　2012年3月8日(木)　14:30～
　於　ホテルロイヤルオリオン

■(財)ロータリー米山記念奨学会：
　2011年度下期普通寄付金のお願いについて
　1月～2月の間に2012年1月1日現在の会員数にて

■合唱：ロータリーソング｢我等の生業｣
◆ソングリーダー：荻野会員
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山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆赤木会員：クリスマス親睦ボウリング会の団体戦の
　　　　　　罰金ほかニコニコ入金です。ご協力あり
　　　　　　がとうございました。
◆荻野会員：先日の夜間新年例会では大歓迎をして頂
　　　　　　きありがとうございました。大変楽しい
　　　　　　ひとときを過ごすことが出来ました。こ
　　　　　　れからもどうぞよろしくお願い致します｡
◆島田会員：新年会ご招待ありがとうございました。
　　　　　　花束ありがとうございました。
◆小町会長、野村幹事：
　　　　　　本日より下期スタートです。今年もよろ
　　　　　　しくお願いします。
◆中丸会員、山本会員、漆原会員、隅屋会員、
　金子会員、五十嵐会員、石山会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。

本日のニコニコ合計：   56,000円
　　累　　　計　　：  724,554円

■国際ロータリー日本事務局：
　ポール・ハリス・フェロー賞状とピンの受理について
　野村高章会員、金子哲男会員

■東京都青少対：
　平成23年度｢わくわく(中学生職場体験)発表会｣開催
　について
　2012年1月21日(土)　14:00～
　於　東京都庁都民ホール

■回覧：
　ガバナー月信 1月号
　バギオだより
　武蔵野女子学院ニュースレター
　東村山青年会議所　八国山

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

33 26 0 5 83.87

■出席報告 相羽例会運営委員長

■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：87.10％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ
　北久保会員：清瀬ＲＣ
　熊木会員：清瀬ＲＣ

■唱和

第7章　業界の発展のために力を尽くすのは、職
　　　 業奉仕だ

■会員誕生祝月：
　金子会員、嶋田会員

■令夫人誕生祝月：
　五十嵐会員、野澤会員

■ポール・ハリス・
　フェロー授与：
　野村高章会員
　金子会員

こんにちは。12月に、今年の4月からの米山奨学生の面
接を行いました。面接の結果を踏まえまして、最終的
に人数を東京地区で36名、沖縄地区で3名、計39名の学
生を決定致しました。最終決定にあたりましては、浅
川パストガバナー、戸田一誠パストガバナー、吉田ノ
ミニーに同席して頂きまして、慎重審議の結果と言う
事になっています。もちろん面接については合議制で
点数を全部チェックしまして、中国の関係は全体の3分
の1で抑える等、色々な条件の元に決定した次第です。
本日午後3時からスポンサークラブの決定の会議を行い
ます。私は早めに出させて頂きますけれども、ガバナ
ー事務所で行う予定です。
次に、正月にテレビを見たりなどして色々感じた事を

■委員長報告

■野崎米山奨学地区委員長
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言わせて頂きます。大阪の選挙に関して色々な話が出
たと思いますが、テレビを見ていますと堺屋太一とい
う作家の方が出演していまして、今の市長になった方
の脇にいました。何か発言するのかなと思っていまし
たら、2日か3日に座談会がありまして、｢何故市長を応
援したのですか。｣という話がございました。堺屋さん
は3つ言っていたのですが、1つ目は仕事が速い、2つ目
に実行力がある、3つ目に郷土を想っているという答え
でした。この話を日本に置き換えて考えてみると、皆
さんお分かりになると思います。また、2、3日前に高
校サッカーがありましたね。延長戦となり、千葉の船
橋高校が同点に追いついて最後逆転勝利しまして、こ
れは何事も諦めてはいけないという事例だと思います。
最後に今月のロータリーの友の2ページに、臓器提供と
移植医療について掲載があります。日本で行いますと
10年以上待つという事なので、偶然知り合いがいまし
た関係で、私自身中国で腎臓移植してきました。日本
の臓器移植の現状について細かく書いてありますので
お時間のある時にお読み頂ければと思います。有難う
ございました。

皆さん今日は。お手元にございますロータリーの友に、
今日は非常に興味のある記事が書いてあります。
1つは、7ページですけれども、｢戻ってきたカムリーバ
ンク｣というものです。これは7、8年前に日本でも非常
に話題になりまして、小室ガバナーの時だと思いますが、
ポール・ハリスの家を買い取ろう、という話題があり
盛り上がりましたが、いつの間にか無くなってしまい
ました。今月号には、そのハリスの家をロ―タリアン
のグループで買い取ったという事が書いてあります。
当時は日本のロータリークラブの代表の方々は、｢お前
たちは何を言っているのだ。｣とガバナーが非常に苛め
られたという記憶を残しております。
また、横書きの40ページでございます。丁度30年前の
写真が載っております。こういった活動をしていると、
その時の時代に応えての活動だと言う事で非常に懐か
しく思う事がございます。それと先程幹事もおっしゃ
っていましたが、27ページに震災に対しての復興基金
の日本委員会からの報告が書いてあります。私達は2万
円を別に寄贈してあると思うのですが、これはガバナ
ー会で勝手に決めた義援金で、最後は結論が出なくて
送ろうというような話になっておりましたが、これは
きちんとロータリー財団のプロジェクトということで
認められております。確かにガバナーは我々の代表で
ございますこれども、果たしてそれがいいのかどうか、
勝手にまた論議になり、きちんと返せ、という話もあ
ったそうです。ですから前年度にガバナーが集めたお
金は別な意味だということでございます。以上です。

■町田会員研修委員長

いよいよ1月15日、東村山市周回駅伝大会が開催されま
す。今年は合計108チーム出ます。当クラブも今年は参
加しますので応援よろしくお願いします。開会式に小
町会長さんが後援会代表として挨拶なされますので、
小町会長さんに声援を送って下さい。
1区 赤木会員、2区 村田会員、3区 田中、4区 野村会
員の娘さん、5区 飯田会員、が走ります。
大会後、たきびにて打ち上げを行いますので、打ち上
げの参加をお願いします。選手の皆様は、代表選手と
して誇りと自覚を持ち、死ぬ気で走って下さい。くれ
ぐれもＪＣさんには負けないように頼みます。以上です。

■田中社会奉仕委員長

皆さんこんにちは。国際奉仕委員長会議第2回目の委員
長会議が12月14日にございました。その後に例会が途
切れたりしてご報告遅れましたが、国際奉仕委員長会
議ですから、各クラブの活動は何をやっているのか、
という発表がありました。今井委員長の元で、桜井パ
ストガバナーと浅川パストガバナーがカウンセラーに
あたり、14時半から18時くらいまで会議を行いました。
後で回覧させて頂きますが、主だったものとしては、
例えば上野ロータリークラブでは中国の吉林省で作文
コンテストを毎年行っております。これは昔の満州ら
しいのですが、割と日本や韓国との相性が良いみたいで、
非常に良い事ですが、ずっと続いているそうです。ま
た浅草ロータリークラブは、インドネシアでグローバ
ルプランと言う事で3年間てんかんの治療などの応援を
しているそうです。
あと、大震災の寄付のお礼ということで、自衛隊の皆
さんが作ったビデオをロータリーで編集して、ロータ
リーの留学生に翻訳をしてもらうそうです。残りの委
員長会議に関しては、回覧しますので見て頂ければと
思います。有難うございました。

■戸澤国際奉仕委員長

時間があるので、私の方から1分だけお話させて頂きます｡
昨日、18時45分頃からのＮＨＫ総合を見ていましたら、
バヌアツ共和国という所だったと思いますが、川崎市
で8年使った救急車をそちらに寄贈するというニュース

■石山例会運営委員長
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をやっておりまして、そこにロータリーマークが映っ
ていました。これはロータリークラブが絡んでいるな
と思いましたら、アナウンサーが、これはロータリー
クラブの仲介によって現地に届けられるそうですと言
っておりました。素晴らしいなと感動したので、余談
まで発表させて頂きました。

■クラブ協議会(下半期に向けて)

■小町会長

2011年7月7日、2174回の例会でスタートさせて頂き、
本日25回目の例会を迎える事ができました。これまで、
サポートしてくれた野村幹事に感謝します。
前年度、山本会長が45周年に向けて、会員一丸となる
ために、出席率の向上を計り、例会を楽しもうと、常
にお声をかけてくれました。それを受け継ぎ、お陰さ
まで和の心を持って本年度親睦と奉仕を唱え、新しい
試みの家族例会、社会・新世代奉仕活動を実行させて
頂きました。カルヤン・バネルジー国際ロータリー会
長は、強調事項として｢家族｣｢継続｣そして｢変化｣とし、
平和を望むなら家庭に地域社会に、自分自身の生活に
平和をもたらすことを始めようと言っています。クラ
ブテーマ｢和の心　自然に学びて未来を創ろう｣掲げさ
せて頂き、私なりに走ってきたつもりです。皆様の評
価はいかがでしょうか。そして活動方針に照らし合わ
せてみますと、

第一に家族、仲間を大切にし心にゆとりを持とう・・
中丸クラブ奉仕委員長には総括的にクラブの運営をみ
て頂き、町田会員研修委員長にはロータリーの情報の
提供して頂いてます。これからもよろしくお願いします｡

第二にロータリーを楽しもう・・
赤木クラブ管理、石山例会運営、目時プログラム委員
長には例会卓話、家族親睦として東京湾クルーズ、ボ
ーリング大会を実施させていただきました。皆様楽し
んで頂けたと思います。

第三に未来に向けて今できる奉仕をしよう・・
田中社会奉仕、村田新世代奉仕委員長のもと消防、交
通少年団も含め140名の参加でＦＲＣ・空堀川清掃を行
いました。戸澤国際奉仕委員長には山本地区委員とと
もにバンコク国際大会への準備にご苦労おかけてます。
野崎米山奨学会委員長には地区委員も兼ね、留学生朴
動浩君のカウンセラーとして力を注いでくれてます。

第四に地域社会を支える若者にエールを贈る周年事業・・
交換留学生の体験からのパネルディスカッションにお
いて、日本の良さを再認識し、外に向かって羽ばたけ
と全校長先生の出席を得て中学生に伝えていきたい。

第五に会員増強を・・
5名を目標に、野澤委員長、村越委員、隅屋委員の努力
で現在、荻野、島田会員が入会されました。只今、女
性会員も視野に候補者にアタック中です。
そして下期は、地区大会、国際大会の行事もありますが、

■野村幹事

2012年の年頭にあたり、新年のご挨拶を申し上げます。
昨年は、3月11日の東日本大震災、そして、それ以降も
台風や集中豪雨など多くの自然災害が発生しました。
あらめて、我々の生命・財産を守るという大切な事実
を心に刻んだ年でした。また、災害で亡くなられた方々
のご冥福をあらためてお祈りしたいと思います。
さて、前半を振り返ると7月の栗原ガバナー補佐の卓話
に始まり、8月の納涼船クルーズ、9月はガバナー訪問、
10月は分区ＩＭ、11月は空堀川清掃と中学生クイズ大会、
12月のクリスマス親睦例会はボーリング大会と毎月ポ
イントとなる行事が組まれていて、本当にアッと言う
間に上半期が過ぎてしまいました。会員の皆様・小町
会長・菱沼事務局のお陰であると心より御礼申し上げ
ます。
2011～2012年度は、45周年という節目にあたり、来月
の2月は、周年行事と地区大会がセットになって待ち構
えています。周年事業においては、規模はあまり大き
くしないで、実施しようとなっておりますが、実行委
員会が現在必死になって、段取りを進めている状況で
すが、やはり周年事業は、立派に終了させなければな
りません。それには、会員皆様のたゆまぬ努力と配慮
が大前提となる事は、疑いの余地はありません。決し
て他人に任せるのではなく、会員皆様の周年事業にお
ける役割を十分に理解・把握して事にあたっていただ
きたいと強く望んでいます。45周年記念事業には、是
非積極的に関わってください。
今年の地区大会は水野ガバナーの御考えで今までとは
違って、ホテルニューオータニでの2日間の大会ではな
く、帝国ホテルで1日だけの開催ですので、是非全員登
録にご協力の程宜しくお願い致します。
周年事業内容は、東村山市市民ステーション サンパル
ネにおいて、3部構成となっており、東村山市長をはじ
め多くの来賓がお見えになります。第2部では、新世代
を意識したパネルディスカッションで、東村山市出身
の元交換留学生3名とＴＢＳテレビの記者である宮本晴
代さんをコーディネーターとしてお迎えし、｢青少年に
夢と希望を｣のテーマで意見を交わしてもらい、若い世
代の色々な意見を聞いてみたいと考えています。第3部

何といっても2月23日の創立45周年式典です。野澤実行
委員長、當麻、戸澤、漆原副実行委員長、各委員長の
リーダーシップと全会員の協力なくしては成功はあり
えません。樺澤友好委員長のご尽力で宜野湾ＲＣのメ
ンバーも大勢駆けつけてくれそうです。人数に限りが
ある会場ですが、中身の濃い内容で、参加者に満足し
て頂けるよう全力を尽くします。又、国際奉仕におい
て長期ビジョンを見据えたプロジェクトの提案もして
いきたいです。
我々ロータリアンは真摯に選ばれた企業のリーダーで
あります。仲間として貴重なノウハウを提供し合い、
心強い助言者として親睦を深め奉仕を実践できると確
信します。
無事中丸次年度会長にバトンタッチできますよう、皆
様のご協力よろしくお願いします。
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■点鐘：小町会長

の懇親会では、臨海東ロータリークラブの会員でもあ
る大橋美加さんの迫力あるジャズの歌と演奏(大橋巨泉
さんとマーサ三宅さんの娘さん)を堪能して下さい。そ
して、姉妹クラブである宜野湾ロータリークラブの会
員もかなりの人数が参加されると思いますので、皆さ
んで手分けして、ホスト役を務めて頂けますようご配
慮ください。我々が沖縄を訪問した際は、いつもとて
も温かい歓迎を受けた記憶が鮮明にあります。兎に角
おもてなしが自然と身についている沖縄の方々です。
周年事業も宜野湾ロータリークラブ会員の受け入れに
ついても後で｢心の底から良かったね！｣と言われるよ
うに万全の態勢を整えましょう！ここ一番を是非決め
ようではありませんか！
なんだか選挙演説の様になってきたので、周年事業に
ついてはこれくらいにして、今度の日曜日15日には、
東村山市民周回駅伝競走大会があります。元気な田中
さんの声援があたりにこだまするでしょう。2月以降の
行事としては、3月には次年度会長である中丸副会長の
次年度に対する決意の程をお伺いする事となるでしょう。
陽気が温かくなる4月は早くも地区協議会が予定され、
次年度役員及び各委員長が椿山荘に招集され、次年度
ガバナー方針の報告が予定されます。5月はタイのバン
コクで開催されるロータリー国際大会です。今年はア
ジア地区での開催の為、日程が短く4泊5日で、当クラ
ブの参加者は13名です。後日参加者の卓話で詳しく報
告されることでしょう。去年の大洪水の影響は如何な
ものでしょう。個人的には大会の内容がとても楽しみ
です。私が初めて世界大会に参加してから、7年が経過
しました。その後の大会のほとんどはアメリカ国内で
催されていて、白色人種以外の国での参加は始めてと
なります。異文化に触れることは、私にとっては大変
刺激になります。そして最終月の6月には楽しい親睦旅
行が企画されますので、多くの会員の参加をお待ちし
ています。
そして、何よりも大事なのは健全なクラブ運営に欠か
せないクラブ会員を確保し、新入会員の増加を更に進
めていきたいと考えていますので、会員1人1人が日常
の職業奉仕の中でアンテナを張って、新入会員の情報
を探ってください。もう一つの計画として、新規継続
事業を何とか確立したいと思っていますので、皆様の
ご意見を頂ければ幸いです。
残りの後半戦を戦い抜くエネルギーを余裕を持って、
常にベストな状態を維持して参ります。あくまでもア
クセルは緩めにして、確実にハンドルが切れるように
頑張ります。頼りない幹事ですが、会員の皆様の温か
いご支援・ご協力を今後とも宜しくお願い致します。
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赤木　盛一
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飯田　能士

熊木　敏己

石山　　敬
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戸澤　　忠

漆原　次男

山宮　　隆

野村　裕夫

隅屋　宜一
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