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第2221回例会 2012.7.5

奉仕を通じて
平和を

和で輪を広げ、前に進もう
■司会：
　野澤例会運営
　副委員長

■点鐘：中丸会長

■会長報告 中丸会長

皆さんこんにちは。本日より東京東村山ロータリー
クラブ第46代会長を仰せつかりました中丸でござい

■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：
　目時パスト
　ガバナー補佐

◆ゲスト：
　多摩分区ガバナー補佐
　山田宗孝様
　多摩分区分区幹事
　松村博文様

■出席100％目標団結式

■会長継承式：小町直前会長から中丸会長へ

■幹事継承式：
　野村(高)直前幹事から
　赤木幹事へ
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■多摩分区ガバナー補佐
　山田　宗孝様

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。何分微力な私ですので昨年度の小町会長、
一昨年の山本会長のように的確なクラブ運営が出来
るかどうか解りませんが、優秀な赤木幹事や会員の
皆様にご指導とご協力を賜り、一年間務めさせて頂
きたいと思って居りますので宜しくお願い致します。
　本日は、本年度第一回目の例会に山田ガバナー補佐・
松村分区幹事がおいで下さり、大変緊張と感激を致
しております。どうか一年間ご指導の程、宜しくお
願い申し上げます。後ほどご挨拶を宜しくお願い致
します。

■幹事報告 赤木幹事

■ガバナー事務所：
・2011-12年地区運営に関するアンケート結果の受理
・第11回日韓親善会議開催のお知らせ
　申込期間の延長と参加の再度の呼びかけ
　〆切り　7月17日(火)まで
・2012-13年度地区委員委嘱状の受理
　地区オン・ツー・リスボン委員会
　委員長　戸澤忠会員
　地区オン・ツー・リスボン委員会
　副委員長　山本智治会員
　地区米山奨学委員会　副委員長　野崎一重会員
　地区国際奉仕委員会　委員　野村高章会員

■米山奨学委員会：
　米山奨学生とカウンセラー懇親バーベキューパー
　ティーの案内
　2012年8月23日(木)　19:00～
　於　カフェハウス・ガーデンバーベキュー

■ローターアクト委員会：
　｢大人の社会科見学～ローターアクト新聞社～｣開
　催について
　2012年7月16日(月・祝)　12:30～
　於　国会議事堂

■Ｒ財団委員会：
　2013-14年度ロータリー財団補助金プロジェクトの
　募集に関して応募開始
　〆切り　10月31日(水)
　今年度委員会にて活動すること

■東村山市社会福祉協議会：
　平成24年度東村山市社会福祉協議会会費納入のお
　願いについて
　参考：平成23年度　4口 20,000円

■例会変更：
　東京秋川ロータリークラブ
　7月19日(木)→夜間例会　17:30屋形船
　8月16日(木)→例会取止め

■ご挨拶

　皆さん、こんにちは。この度、私ならびに松村2人
がガバナー補佐と幹事を仰せつかりまして、今年一
年多摩分区のお世話になると思いますが、皆さんの
お力添えを頂戴して一年間務めさせて頂きたいと思
います。何卒、よろしくお願いいたします。
　昨夜、パストガバナーならびにパストガバナー補
佐の皆さんが大勢お集まりになり、私と松原幹事2人
を励ます会を盛大に開いていただきました。私は飲
めませんが、皆さんはたくさん飲んでご自分をも激
励されているようで、そんな楽しい会が昨夜、開か
れました。それを拝見しておりまして、こういう方
たちが力添えになってくれているのだなと、うれし
く思いました。
　今日伺い、お祓いをしていただきました。一年間
の災難が除かれたのではないかと、うれしく思って
おります。私は宗教関係に携わっておりますが、今
日のような儀式は72年間で初めての経験で、大変あ
りがたく思っておりますし、すごくご利益があるの
ではないかとうれしく思っております。
　1991-92年の期で目時さんとは一緒の幹事でござい
ました。当時はまだ6クラブで6人の幹事がいたわけ
ですが、そのうちの4人が図らずもガバナー補佐を歴
任され、何か不思議な縁を感じております。また、
こういう方たちがいらっしゃるので大変心強く思っ
ております。
　何はともあれ、当クラブの皆様にはお世話になり
ましてこれからもお世話になると思います。もしか
すると日本でお目にかかるより、海外でお目にかか
る方が多い会員さんもいらっしゃるのではないでし
ょうか。イギリス、アメリカ、カナダ、いろんな国
に連れて行っていただき、来年あたりはポルトガル
に連れて行ってくれるのでは、と楽しみにしており
ます。今年一年間、皆様方のお力添えを頂戴したい
と思います。何卒よろしくお願い致します。

■分区幹事
　松村　博文様

　皆さん、こんにちは。本日はガバナー補佐ととも
にお邪魔させていただきました。大変ありがとうご
ざいます。
　私は北多摩区域の武蔵村山、東村山、東大和の例
会場は初めての経験になります。メーキャップをし
なくていいように一生懸命、自分のクラブの例会に
出席することをモットーにしておりましたのでなか
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

31 27 0 1 90.00

■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：83.33％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ
　野崎会員：地区米山委員会

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆野澤会員：中丸会長、赤木幹事、今年一年楽しい
　　　　　　ロータリーライフを送りましょう。山
　　　　　　田ガバナー補佐、松村分区幹事ようこ
　　　　　　そいらっしゃいました。本年よろしく
　　　　　　お願いします。
◆當麻会員：中丸会長、赤木幹事、一年間よろしく
　　　　　　お願いします。頑張っていきましょう！
　　　　　　山田ガバナー補佐一年間ご指導よろし
　　　　　　くお願いします。
◆中丸会長、赤木幹事：
　　　　　　本日は山田Ｇ補佐、松村分区幹事よう
　　　　　　こそおいで下さいました。会員の皆様
　　　　　　一年間よろしくお願い致します。頑張
　　　　　　ります。
◆野崎会員：直前小町会長、野村幹事、一年間ご苦
　　　　　　労様でした。中丸会長、赤木幹事ご健
　　　　　　闘を期待します。本日は米山委員会出
　　　　　　席のため途中退席します。今晩はパス
　　　　　　トガバナー3名出席の米山奨学委員会歓
　　　　　　送迎会のため、新旧歓送迎会を欠席致
　　　　　　します。
◆野村(高)会員：
　　　　　　中丸会長、赤木幹事一年間よろしくお
　　　　　　願いします。
◆小町会員：一年間会長としてお世話になりました｡
　　　　　　中丸会長、赤木幹事の船出をお祝いし
　　　　　　ます。
◆樺澤会員：山田ガバナー補佐様、松村分区幹事様､
　　　　　　よろしくご指導下さいますようお願い
　　　　　　します。中丸会長、赤木幹事様ご健勝
　　　　　　でご活躍を祈念します。
◆目時会員：山田ガバナー補佐、一年間ご指導よろ
　　　　　　しくお願いします。中丸会長、赤木幹
　　　　　　事、頑張って下さい。
◆戸澤会員：2008-2009年、山田ガバナー補佐と会長
　　　　　　の時一緒でした。その年度、石川正一
　　　　　　ガバナーが地区幹事でした。何か因縁
　　　　　　を感じます。来年6月揃ってリスボンに
　　　　　　行きたいと思います。
◆山本会員：山田ガバナー補佐、松村分区幹事よう
　　　　　　こそいらっしゃいました。本日はよろ
　　　　　　しくお願いします。中丸会長、赤木幹
　　　　　　事、一年間頑張りましょう。よろしく
　　　　　　お願いします。
◆金子会員：中丸会長、赤木幹事、一年間お世話に
　　　　　　なります。
◆五十嵐会員：
　　　　　　中丸会長、赤木幹事、お身体に気をつ
　　　　　　けて頑張って下さい。
◆町田会員：中丸会長、赤木幹事殿、本年度のクラ
　　　　　　ブの舵取り期待しています。ガンバレ！
◆相羽会員：中丸会長、赤木幹事、一年間よろしく
　　　　　　お願い致します。

■皆出席：
　嶋田会員(5回目)

■令夫人誕生祝月：
　隅屋会員、樺澤会員
　赤木会員、村田会員

なか他クラブさんにお邪魔する機会がありませんで
した。2009-10年度の時に高橋眞さんと同期の幹事で
ありまして、今でも一年に3回、4か月に一度、当時
の幹事会を開いておりまして先々月は高橋さん幹事で、
その節はお世話になりありがとうございました。
　一年間、女房役として務めさせて頂きます。会長、
幹事さんには一年間よろしくお願いいたします。また、
会員の皆様方にも私のことをここで覚えていただいて、
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
　話はかわりますが、9～10年くらい前に一度、遠征
にきてこちらのクラブの野球部とこちらの球場で試
合をさせていただいた経験があります。実は昨年、
大震災の影響で全国ロータリー甲子園大会が中止に
なり、今年は開催するとのことでエントリーしまして、
7月7日七夕の日に、甲子園で野球をやりに行ってき
ます。明日の朝8:00過ぎにあきる野を出発して7時間
かけて行き、1試合やって帰ってくるという行程です。
私どものチームもかなり老齢化しておりまして、多
分平均年齢四捨五入で70歳のチームになると思いま
すが、なんとか1試合ケガをせずにやってこようとい
う意気込みです。また、東村山野球部復活の際には
どうぞよろしくお願い致します。本日は大変ありが
とうございました。
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　今年2月に先人達が作り育んできた我が東京東村山ロ
ータリークラブも45周年を迎えました。人々の価値観
や社会環境が多様化する中で会員の減少が続いています。
2年前私が幹事としてスタートした山本会長年度は35名
の出発でした。昨年の小町会長年度は32名のスタート
でした。そして今年は31名のスタートです。しかしロ
ータリーの親睦から職業奉仕へ、そして社会奉仕・国
際奉仕へと続く奉仕理念は変わることのない崇高な理
念です。
　今まで｢和｣をもとにして45年の歴史を刻んできた我
がクラブ、｢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です。私は第46代会長としてまた
再度｢和｣を中心として広がりのある｢和｣にして行きた
いと思います。
　そこで今年のクラブテーマを｢和で輪を広げ、前に進
もう｣とさせていただきました。
　一昨年度地区大会の深川純一ＲＩ会長代理も言われ
たように、ロータリーで一番大切なものは親睦である。

■司会：野澤会員

■中丸会長

■クラブ協議会

■地区オン・ツー・
　リスボン委員会
　委員長　戸澤忠会員

■地区オン・ツー・
　リスボン委員会
　副委員長　山本智治会員

■地区国際奉仕委員会　委員　野村高章会員

■委嘱状伝達

　皆さん、こんにちは。一年間お世話になりました。
今年度は会員研修の方の副委員長という形で山本委員
長と一緒にやらせていただきます。会員研修の役目と
しましては、今まで、町田会員、樺沢会員が非常に明
確に話してありました｢ロータリーの友｣のコマーシャル、
購読のためにということでお話させていただきました。
本年一年間、月初めに若干述べさせていただきますが、
よろしくお願い致します。
　私は｢ロータリーの友｣を毎日鞄に入れているのですが、
へたな雑誌より本当にいいものですから、ぜひ皆さん
もいつもバッグに入れておいてほしいと思っています。
　7月の本年度第1番目の号です。ＲＩの会長メッセー

ジということで、｢奉仕を通じて平和を｣と、非常に明
快なメッセージでございます。その文章が16Ｐに載っ
ておりますのでぜひ読んで頂ければ幸いです。日本の
ＲＩ会長として30年ぶりということですので、ぜひこ
れを購読していただければ有難いと思います。4Ｐには
毎号載っております｢ロータリーとは｣｢ロータリーの綱
領｣が書いてありますのでこちらも毎回目を通していた
だければ幸いだと思います。また、縦書きの内容の中
で非常に印象があったのは｢本質を見抜く｣というテー
マで養老孟司さんのエネルギー問題が載っております。
この文章のなかで6Pに｢明治の人は和魂洋才と言ってい
ます。あれだけ西洋の文物を取り入れて何ともないと
彼らが思っていたのは、和魂があるからで、その和魂
は大和魂みたいなものではなく、慣習だと思います。
世間というのは動かんよと、非常にかたく信じていた
と思います。｣というもので、世間というものを非常に
大事だということをこの中で話しております。和魂洋
才ではございませんが、日本のよさを見つめ直して世
界に羽ばたくことが大事ではないかと書いてありまし
たので読んでみてください。内容については、今回も
楽しいページがたくさんあります。ガバナー紹介のと
ころには、2580地区の石川ガバナーの紹介も載ってお
りますのでご一読ください。

■小町会員研修副委員長

■委員長報告

◆高橋会員：山田ガバナー補佐、松村分区幹事、爽
　　　　　　やかな例会会場へようこそ。ありがと
　　　　　　うございます。中丸船長、赤木機関長、
　　　　　　大きな船出の出港おめでとうございま
　　　　　　す。楽しい船旅を一緒にやりましょう。
　　　　　　バンザイ！
◆嶋田会員：中丸会長、赤木幹事、一年間頑張って
　　　　　　下さい。
◆戸澤会員：小町さん、野村さん、お疲れ様でした。
　　　　　　また中丸会長、赤木幹事、一年間頑　
　　　　　　張って下さい。
◆野村(裕)会員：
　　　　　　これから一年間お世話になります。新
　　　　　　会長、新幹事よろしくお願いします。
◆漆原会員：中丸会長、赤木幹事、一年間大変でしょ
　　　　　　うが頑張って下さい。
◆村田会員：中丸会長、赤木幹事、今年度頑張って
　　　　　　下さい。よろしくお願いします。

本日のニコニコ合計：  113,000円
　　累　　　計　　：  113,000円
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例会の中で親睦によって奉仕の心を磨き、その親睦の
エネルギーが職業奉仕、社会奉仕を通じて地域社会、
国際社会へと広がって行くものだと思います。親睦に
よる｢和｣を充実させ、会員増強を含めた｢輪｣を広げて
奉仕を実践して行きたいと思いますので皆様のご協力
を宜しくお願い致します。

■活 動 方 針
1.ロータリーを楽しみ、奉仕を実践しよう
　今年も東京清瀬ＲＣのホストにて４ＲＣを実施致し
　ます。昨年と同様に空堀川清掃を行いますので皆様
　のご参加を宜しくお願い致します。

2.全ての基礎となる例会の充実と、出席率の向上をめ
　ざそう。
　一昨年の安部ガバナー補佐が提唱された出席率90％
　以上(Catch Up 90)を一昨年の山本年度、昨年の小町
　年度とも達成されました。今年度も例会の充実と出
　席率90％を必ず達成しましょう。

3.会員の相互理解を深めるよう、全会員による3分間ス
　ピーチを実施しよう。
　会員各位の協力を宜しくお願い致します。

4.親睦旅行、夜間例会を充実したものにしよう。
　今年度の親睦旅行は沖縄で開催される地区大会を兼
　ねて沖縄を訪問することが昨日の理事会で決定され
　ました。クラブ管理委員長にはお世話になりますが、
　多くの会員のご参加を宜しくお願い致します。

5.会員増強、純増5名をめざそう。そして全員の協力で
　退会者ゼロをめざそう。
　純増5名は｢言うは易し行うは難し｣ですが、何とか達
　成できるよう頑張りましょう。

入会12年目の微力な私ですが、クラブを増強・充実さ
せて次年度へ繋ぎたいと思っております。どうか会員
の皆様による絶大なるご支援とご協力を宜しくお願い
申し上げます。

　皆様今日は。今年度中丸会長のもとで、幹事を仰せ
つかりました赤木です。至らぬ所も多々あると思いま
すが、一年間どうぞ宜しくお願い致します。
　さて、今日から新年度がスタート致しました。中丸
会長の船出であります。今年度中丸会長は｢和で輪を広
げ、前に進もう｣をスローガンに掲げました。
　2009-2010年度杦山会長は｢誠心誠意・和をもって！
事にあたろう｣全員参加がテーマでした。2010-2011年
度山本会長は｢温故知新そして和｣各年代の調和、団結
がテーマでした。小町直前会長は｢和の心　自然に学び
て未来を創ろう｣家族・仲間・地域・自然の和・そして
未来に向けて輝かしい歴史を刻もうがテーマでした。
　ロータリークラブは、異なる職業人の集まりです。
また、幅広い年齢層で構成されています。クラブ内部
が調和・団結し、一丸となること｢クラブ全体の和｣が
最大の目標であります。

　本年度は31名の会員でスタートです。大幅に会員が
減少しています。中丸会長のテーマ｢和で輪を広げ、前
に進もう｣はまさしく一人一人の輪を広げ、会員皆の心
が一つとなり、信頼と友情を広げ、何事にも前に向か
って進み、活気に満ちたクラブ、そしてとにかく楽し
いロータリーライフが送れるクラブ、それによって会
員の増強を図って行くという思いが込められております。
この会長の思いを実践出来ますよう微力ながら努めて
参ります。
　そして幹事の心得をしっかりと遵守し、クラブ定款・
細則を忠実に守り、伝統ある東村山ロータリークラブ
の歴史と誇りをしっかりと引き継いで行くよう全力で
走ります。
　どうぞこの一年、理事・役員の皆様はじめ、会員の
皆様のご指導ご協力を宜しくお願い申し上げます。

■赤木幹事

■第1回(7月度)理事・役員会

2012年7月4日(水)　　於  たきび 18:30～

■6月の収支明細報告について
　承認されました。

■2011～12年度決算について
　承認されました。

■2012～13年度予算案について
　承認されました。

■例会変更(休会・振替等について)
　・８/16(木) → 休会(お盆休み：定款第6条)
　・８/23(木) → 25日(土) 家族親睦家族例会
　・10/18(木) → 多摩分区ＩＭ ホスト：東京秋川ＲＣ
　・12/13(木) → 15日(土)家族親睦クリスマス移動例会
  ・12/27(木) → 休会(年末休み：定款第6条)
  ・１/３(木) → 休会(正月休み：定款第6条)
  ・２/21(木) → 20日(水)地区大会 ：於  沖縄
  ・５/２(木) → 休会(ＧＷ：定款第6条)
  以上が承認されました。

■親睦旅行について
　地区大会を兼ねて沖縄へ2泊3日にて実施することが
　決定承認されました。
  日程は2013年2月19日～21日にて。
  その他 8/25の家族親睦家族例会も承認された。

■その他
・退会の申し出について
　土方一義会員・島田良親会員
　2012年6月30日付にて承認した。
・例会時の食事発注業者について
　東村山給食センター・こせがわうどんに継続発注す
　ることを承認した。
・東村山国際友好協会より賛助金のお願い
　昨年同様3万円にて承認した。
・東村山市社会福祉協議会より会費のお願い
　昨年同様2万円にて承認した。
・東村山薬物乱用防止推進委員会出席のついて
　新世代委員長が出席することとする。但し不可の場
　合委員より選任する
・2013ロータリー世界平和フォーラム広島開催負担金
　について



東京東村山ロータリークラブ

割烹｢あづま｣にて
■司会：石山クラブ管理委員長

■挨拶・慰労のお言葉：
　中丸新会長

■激励のお言葉：
　小町直前会長

■挨拶・慰労のお言葉：
　赤木新幹事

■激励のお言葉：
　野村直前幹事

■お祝いの花束贈呈：
　小町直前会長から
　中丸新会長へ

■お祝いの花束贈呈：
　野村直前幹事から
　赤木新幹事へ

■記念品贈呈：
　中丸新会長から小町
　直前会長へ

■記念品贈呈：
　赤木新幹事から野村
　直前幹事へ

■乾杯のご発声：
　野澤会員■新旧会長・幹事激励と慰労の会

■点鐘：中丸会長

　1会員300円を特別会費より支払う事を承認した。
・特別会費1名5,000円を今年も徴収することを決定し
　た(前期のみ)
・明るい社会を作る会の資料を会員に配布し、社員を
　啓蒙することとする。
・東村山消防署より横断幕制作のお願い(西武園駅に掲
　出予定)
　費用5万円の支出を承認した
・細渕名誉会員に今年度も継続してもらうことを決定
　した。
・定款第10条4節にしたがい細則に五大奉仕の新世代奉
　仕を加え、役員とすることを決定した。


