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奉仕を通じて
平和を

和で輪を広げ、前に進もう
■司会：
　田中例会運営委員長

■点鐘：中丸会長

■会長報告 中丸会長

　皆さんこんにちは。
　大変暑い日が続いておりますが、会員の皆様には
熱中症や夏バテに十分ご留意頂きたいと思います。
　本日は東京武蔵村山ＲＣ比留間会長、波多野幹事
ようこそおいで下さいました。ごゆっくりお寛ぎ下
さい。そして先日にお伺いした際は大変御世話にな
り有難う御座いました。
　さて、月曜日に多摩分区親睦ゴルフ大会があり参
加して参りました。詳細は田中ゴルフ部長から報告
があると思いますが、当クラブより9名の会員が参加
され、田中ゴルフ部長の活躍により団体1位で11月の
地区大会に参加が決定しました。結果はともかく多
くの会員の皆様の参加を頂き、分区内の親睦を深め
る事が出来ましたことを感謝申し上げます。
　次に昨日如水会館にてロータリー財団研修セミナ
ーに野村副会長、樺澤財団副委員長と出席してまい
りました。主に新地区補助金とグローバル補助金に
ついて勉強して参りました。詳細は樺澤副委員長か
ら報告があると思いますので樺澤副委員長宜しくお
願い致します。
　最後に日本経済新聞を購読されている会員さんは
多いと思いますので、皆様ご存じと思いますが最終
面に｢私の履歴書｣という記事が毎日連載されており
ます。現在、山本会長・私が幹事の年度に東京ロー
タリークラブの会長を務められていたキッコーマン
名誉会長茂木友三郎さんについて連載されています。
一昨年の地区ゴルフ大会程ヶ谷ＣＣで茂木さんにゴ
ルフクラブの感想を聞かれ、簡単な挨拶をしたこと
があります。また私の幼なじみで家が隣りの友人が
日本経済新聞におりまして、以前この｢私の履歴書｣

■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：
　野澤会員

■お客様紹介：
　當麻パスト会長

◆ビジター：
　東京武蔵村山ＲＣ
　会長　比留間市郎 様
　幹事　波多野晃夫 様
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■幹事報告 赤木幹事

■国際ロータリー日本事務局：
　2012年8月のロータリーレート　1ドル＝80円

■国際ロータリー事務局：
　ロータリークラブ・セントラルの案内について
　クラブがクラブ目標達成の進捗や達成状況を記録し、
　地区がクラブの活動状況を把握できるオンライン
　ツールの事

■ガバナー事務所：
　リスボン国際大会のパンフレットの受理について
　2012年12月15日までに登録→早期割引料金適用あり
　旅行会社とプランが決定次第詳細連絡

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

31 22 0 7 75.86

■出席報告 相羽例会運営委員

■ゲスト挨拶

■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：86.21％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ
　荻野会員：分区ゴルフ
　漆原会員：理事会

　皆さん、こんにちは。今年度、東京武蔵村山ＲＣ
会長を仰せつかりました比留間です。今日は波多野
幹事と共に表敬訪問という形で御邪魔させていただ
きました。また、先日はこちらの会長・幹事、また
昨日は野澤さんにもお越しいただきありがとうござ
いました。
　私もロータリー歴は古く、今年で31年目に入りま
す。議員を長くやっておりましたので、ロータリー
の役には全く付かなかったのですが、昨年の4月で議
員を辞めまして、早速、副会長、次は会長だろう、
と言われました。私は30年間1回も皆勤したことがな
いので、今年の7月からはなんとしてもこの一年間皆
勤をしてみよう！ということで、今月はまだ1回も休
んでおりません。一年間一生懸命頑張っていきたい
と思います。
　また、武蔵村山市ＲＣは来年2月に40周年事業を行
うことになっております。多分、立川のパレスホテ

ルで行うことになると思いますが、ぜひ、全員登録
で皆さんにおいでいただきたいと思っております。
一年間、皆さんのご厚情を頂きながら、多摩分区の
活動、ＦＲＣの活動等、一生懸命協力しながらやっ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致し
ます。

■東京武蔵村山ＲＣ
　比留間市郎会長

　皆さん、こんにちは。幹事の波多野と申します。今、
会長の方からお話ありましたように、彼は30年選手
ですが、私は5年と6か月、ここにきて幹事というこ
とで、重鎮と小物というか、非常に微妙なバランス
で一年間務めさせて頂きます。
　私事ですが、地元の公務員をやっておりまして、
60歳で定年し、入会させて頂いたわけですが、役所
にいるときは比留間会長が当時の議長で、私が秘書
課長(かばん持ち)で、という関係を長く続けており
まして、まさかここでまた会長のもと、幹事を務め
るとは思いもしませんでした。役所の時と同じように、
おそらくかばん持ちのような裏方で、1年間務めてい
きたいと思います。
　また、前年度ですが、｢オン・ツー・バンコク｣と
いうことで大勢皆様にとても親切にしていただきま
して楽しい思い出ができました。本当にいろいろと
お世話になり、ありがとうございました。引き続き
お世話になると思いますが、よろしくお願い致します。

■東京武蔵村山ＲＣ
　波多野晃夫幹事

を担当しておりました。現在は編集局文化部編集委
員をしていますので先日この友人に現在連載されて
いる｢私の履歴書｣はあなたが書いてるのか聞きまし
たら、今回の連載は私ではないとのことでしたが、
この2つの点から現在興味深く｢私の履歴書｣を読んで
います。皆様もご興味がありましたらご一読下さい。
　以上で本日の挨拶を終わらせて頂きます。
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本日のニコニコ合計：   47,000円
　　累　　　計　　：  223,000円

　昨日7月25日一ツ橋の如水会館にて開催されました地
区ロータリー財団セミナーに、村田財団委員長の代理
として中丸会長、野村副会長のお供をして出席して参
りました。
　古宮地区財団委員長および石川地区ガバナーのご挨
拶に続き、古宮地区財団委員長からパワーポイントを
用いて｢ロータリー財団の概要｣のご説明がありましたが、
地区協議会でのご説明とほぼ同じ内容でした。
　続いて、2017年に創立100年を迎えることを踏まえて、
財団が奉仕の第二世紀に移行するための｢未来の夢計画｣

と、｢新補助金制度｣についてご説明がありました。こ
の｢未来の夢計画｣の目的には、特に、｢財団の使命に沿
って、プログラムと運営の簡素化｣と｢意思決定機関を
さらに地区に移行することによって、地区レベルとク
ラブレベルで、ロータリー財団が自分たちのものであ
るということの自覚を高めること｣を挙げられていまし
た。
　｢新補助金制度｣については、財団から大きな支援の
下で、より長期的な視点から持続可能な活動に参加す
る機会を提供するグローバル補助金と、財団本部が立
案し、協力組織との合同で長期的な重点分野における
規模の大きいプロジェクトを実施するパッケージ・グ
ラントの説明がありました。
　地区補助金について、クラブと地区が特定の関心に
応じて地元や海外の緊要なニーズに応えることを可能
とするものであるとの説明がありました。2012～13年
度新地区補助金配分予定プロジェクトに｢新地区補助金
奨学生(広沢智紀君・ケンブリッジ大学)：東京東村山
ＲＣ｣がパワーポイントに紹介されています。
　新補助金制度に関するフィードバックの説明と、補
助金の支援基準について説明がありました。この中で、
補助金の資格条件として、セミナーに出席することが
条件で、会長並びに会長エレクトが署名した｢クラブの
覚書｣を2012年10月末までに提出することになっており、
また、｢同一クラブへの支援は連続した年度では行わな
い。｣、さらに｢同一プロジェクトへの支援は連続した
年度では行わない。｣とされています。
　次いで｢東北すくすくプロジェクト｣の紹介がありま
した。
　さらに、ロータリー平和フェローシップのご紹介が
あり、その中で、東ヶ崎潔記念ダイアログハウスにつ
いての募金協力依頼がありました。ダイアログハウス
とは対話を促す役割を担うということで、研究者寮、
短期留学生寮、国際会議室等を備えた7階建ての施設と
のことです。皆様ご承知の通り、東ヶ崎潔様は、日本
人として始めてＲＩ会長に選出され、また、国際基督
教大学(ＩＣＵ)の創設にご尽力されました。ＩＣＵで
は今年の6月まで71名の平和フェローが学んでおられ、
献学60年記念事業として東ヶ崎ダイアログハウスが建
設され、石川ガバナー、古宮、多田、上野及び水野パ
ストガバナーからご支援ご協力をお願いしたいとのこ
とで、可能であれば一人3,000円のご支援をお願いした
いとのことです。
　さらに、｢ポリオ・プラス｣について引き続きご支援
をお願いしたいとのこと、ロータリー財団への寄付に
ついて、｢毎年あなたも100ドル｣の年次プログラム基金、
恒久基金について協力のご説明がありました。
　さらに、ロータリー財団月間についての卓話の支援
についてご紹介がありました。

■樺澤ロータリー財団
　委員会副委員長

　山本委員長お休みの為、代読いたします。
3分間スピーチについての連絡事項
　①8月1日(木)より行い、12時57分より卓話までの3分
　　間に実施する。

■野崎職業奉仕委員会委員

■委員長報告

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆東京武蔵村山ＲＣ：
　　　　　　中丸会長、赤木幹事をはじめ東京東村
　　　　　　山ＲＣの会員の皆様1年間どうぞよろし
　　　　　　くお願い致します。
◆中丸会長、赤木幹事：
　　　　　　本日は武蔵村山ＲＣ比留間会長、波多
　　　　　　野幹事ようこそおいで下さいました。
　　　　　　分区ゴルフ参加の皆様ご苦労様でした｡
　　　　　　また昨日は野村副会長、樺澤財団副委
　　　　　　員長、セミナー参加お世話になりまし
　　　　　　た。
◆野澤会員：先週の10万円預金、総額104,520円あり
　　　　　　ました。財団に80,000円残りを約束ど
　　　　　　おりニコニコに入れます。
◆小町会員：お世話になり野澤様のスイートホーム
　　　　　　が完成しました。楽しい家になりまし
　　　　　　た。比留間会長、波多野幹事様ようこ
　　　　　　そおいで頂きました。
◆田中会員：比留間会長、波多野幹事、ようこそ東
　　　　　　村山へ。先日の多摩分区予定通り、東
　　　　　　村山ＲＣ、武蔵村山ＲＣ、決勝進出お
　　　　　　めでとうございます。
◆嶋田会員：比留間会長、波多野幹事ようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。
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　2011年～2012年度の恒例のクラブ親睦旅行は、一年
間のロータリー活動の慰労と、次年度に向けより一層
の親睦と団結を図るため、又東日本大震災から一年を
経過しましたが、福島県は福島第一原発事故による風
評被害により大打撃を蒙り、数多くの観光地、とりわ
け県内全域の温泉地は危機的状況にあるということで
すので、その復興の一助になれば良いと思い、福島県
の観光地を巡る旅行会と致しました。
又野村前幹事と大変親交の深い白河南ロータリークラ
ブの福山様のお計らいで、福島県猪苗代町の猪苗代ロ
ータリークラブと合同例会を行うこととなりました。
　6月14日朝7時前に、中條会員の東京交通さんの最新
のバスに乗り、一路合同例会が行われる猪苗代の例会
場ホテル・リステル猪苗代に向け出発致しました。当
日は晴天で天候に恵まれ、磐越道に入った頃は抜ける
ような青空でした。車中白河南ロータリークラブの福
山様がガイド役となり、今回の旅行先での特産品・土

産品又宿泊先の五峰荘について、詳細説明して頂きま
した。
　11時過ぎにホテル到着し、12時30分猪苗代ロータリ
ークラブ笠間正会長の点鐘により例会が始まりました。
ロータリーソング｢日も風も星も｣を合唱し、続いて猪
苗代ロータリークラブの歌を合唱し、恒例の会長挨拶、
ゲスト小町会長挨拶が終わり、両クラブのバナー交換
が行われたりした後、13時30分終了の点鐘が行われ閉
会となりました。
猪苗代ロータリークラブさんの会員数は20名(内チャー
ターメンバー1名)又女性会員は2名だそうです。当日の
監事さんは女性会員で、記憶は定かでないのですが、
入会3年と聞いたようです。やはり会員が少数ですと、
会員の負担も大きいなと感じました。
　合同例会会場を後にし、戉辰戦争ではおよそ一ヶ月
の激しい攻防戦に耐え難攻不落の名城として知られる
会津若松鶴ヶ城を見学し、当初は100万年もの歳月をか
けて凝灰岩が浸食・風化し、洞窟や塔などの奇岩の国
指定天然記念物の渓谷である塔のへつりを見学する予
定でしたが、時間の関係上パスしました。その後、会
津西街道又は南山通りと呼ばれ、会津若松と日光今市
を結び街道の宿場として江戸時代に栄えた宿で、今で
もその面影が残り、国の重要伝統的建造物保存地区に
指定されている、かや葺の町並の大内宿を見学し、ロ
ータリーの会員でもある宿泊先の新甲子温泉五峰荘に
到着しました。100％天然温泉の湯に浸り、一日の疲れ
を癒し、調理歴20年の素材にこだわり料理長が厳選し
た地元の食材を使った料理に舌鼓を打ちました。
　私は今回の旅行に参加しまして、二つの事に気付き
ました。
一つ目は会津に向かうバスの中で那須高原を過ぎた後、
野澤会員が私と田中さん、中條さんにある道路標識を
指し、これは何の標識か問い掛けられました。今迄何
回となく走っていたのですが、初めて見た標識でした。
雪に関係あるなとは思いましたが、正解はでませんで
した。その後いくつかの標識について問い掛けられま
したが、やはり正解は出ませんでした。解答について
野澤会員から説明がある度に、中條会員のどうしてそ
んな事知っているのと子供が感動したような顔が忘れ
られません。今まで見た事のないような表情でした。
その時炉辺会合の必要性を改めて感じました。
二つ目は宿泊の翌日、どうしても14時迄に代々木に行
かなければならない用事がありましたので、皆様より
一足早く帰りました。ロビーにてタクシーを待ってい
ましたら、野澤夫婦が、続いて小町夫婦が朝の散歩に
出掛けて行かれました。その二人の後姿を何とも言え
ないような、ちょっと羨ましく見ていました。今回の
旅行には5組の夫婦に参加して頂きました。家族旅行は
随分行ったけれども、ずっと子供達が一緒だったような、
これからはこういう旅行ができるのかなと気づかさせ
て頂きました。野澤さん小町さん有難うございました。
以上です。

■赤木直前親睦委員長

　先日の多摩分区親睦ゴルフ大会、大成功おめでとう
ございます。武蔵村山ＲＣのチャーターメンバー波多
野大先輩と一緒にプレーさせて頂き、多くのことを学
ばせていただきました。どうぞよろしくお伝えください。
　我東村山ＲＣ選手の皆様、お疲れ様でした。また、
会員の皆様の熱い応援を頂き、選手一同心一つに団結
でき、全員奮闘され、素晴らしい成績で優勝できました。
中丸会長さんのもと、親睦と友情をも深めることが出
来ました。11月の決勝大会では悲願の優勝を勝ち取る
ことができるよう、頑張りましょう!!

■田中ゴルフ部部長

　皆さんこんにちは　先月の会津方面親睦旅行を振り

■野村会員・親睦旅行補佐

■卓話：親睦旅行企画体験談

　②トップバッターは、立候補された隅屋会員にお願
　　いし、次からはメールボックスの順番で相羽会員
　　より随時お願いします。
　③話が始まり2分で、1回軽くベルを鳴らします、3分
　　に成りましたら2回ベルを鳴らしますので、速やか
　　に終わらせて下さい。
　④例会の進行状態により、3分間スピーチが出来ない
　　場合は次回に変更の場合もありますので、ご理解
　　とご協力をお願いします。
　⑤週報の編集がスムーズに行きます様に、原稿の提
　　出にご協力下さい。
以上今年一年間よろしくお願い致します。
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返ろうということで、お話を暫く聞いてください。当
日は朝7時に東村山駅の東口に集合という事で、総勢20
人で行って参りました。今回の旅行に際しては、白河
南ＲＣの福山吉秀様に、多大なるご協力をいただいた
お陰で無事終了したと言っても過言ではないと思って
います。初日から我々と行動を共にし、バスの車中で
も積極的にマイクを握って、これから向かう会津地方
の特産物や、今が旬のお土産や楽しい話をしていただ
き行程表通り、バスは東北道川口ＪＣＴからおよそ220
㎞を2時間20分程かかり、磐越自動車道郡山ＪＣＴから
約25㎞で20分、猪苗代磐梯高原ＩＣで降りて、一般道
をおよそ10分でホテルリステル猪苗代に無事到着しま
した。
　到着してから3、40分時間があったので、ホテルの近
辺を散策してもらい、その間に猪苗代ＲＣの事務局・
会長・幹事と打合せをして、全員で例会に出席いたし
ました。当時の小町会長・そして福山さんの挨拶が終
了したと思ったら、突然会長より野村幹事も何か一言
とのことで、お話しさせていただきました。両会長の
バナー交換もして、自クラブのロータリーソングは初
めての経験でした。また、座るべきテーブルには、名
札が掛かっていていたりと例会風景も各クラブ様々です。
料理も本格的で、鶏肉が苦手な中丸さんが何故か抵抗
なく食べてしまったとのことでした。ニコニコボック
スの事はスマイルボックスとなっていて、500円から受
付となっていて毎回7000円目標と言ってました。当ク
ラブから私が代表して1人2,000円の20人分として
40,000円預けましたが、これが問題になり大騒ぎでした。
金額が大すぎるので10,000円だけ受け取るとの笠間会
長からの連絡でした。何度説明してもダメとの事でこ
の件については、正直参りました。会津人の｢ならぬも
のは　ならぬ！｣という貴重な体験をしました。
　そして、ホテルを出て40分位で会津鶴ｹ城。ここはご
存じのように会津藩主23万石の居城で難攻不落の名城
としても知られ、天守閣は1593年(文禄2年)に蒲生氏が
築きました。その後戊辰戦争後に取り壊されましたが、
1965年(昭和40年)に再建され、2011年春にお色直しさ
れたそうです。
　次の目的地は、1時間弱で大内宿という会津と日光を
結ぶ会津西街道の宿場として、江戸時代には参勤交代
の大名行列や旅人で賑わった宿場です。現在は30軒程
の茅葺の民家が街道の両脇に連なりそれぞれお土産屋
さんだったり、蕎麦屋だったりですが、ちょうど休憩
時間のようで、閉まっている店もかなりありました。
本当は街道の突き当りにある子安観音からの景色が最
高なのですが、時間がなく諦めました。
　１時間程で宿泊先の五峰荘に到着しました。ここは、
日光国立公園の中にある新甲子温泉という地域です。
ご夫妻は一部屋を使用し、あとは3人で一部屋といった
部屋割りで宿泊してもらいました。一時間くらい自由
時間が取れたので、まずは一風呂ということで、温泉
に入っていただきました。四階建てで、100人収容でき
温泉の泉質は、硫酸塩泉。効能は動脈硬化症、皮膚病
等で別名美肌の湯と言われお肌にやさしい泉質です。
ここのご主人がロータリアンで大女将と若女将の3人を
中心に頑張っています。ちなみに大女将の実家は造り
酒屋で、若女将の実家は養鶏場でそれぞれお土産コー
ナーにおすすめ品として置いてあります。宴会場も広
くゆっくりと親睦を図ることができ、利用理も山の物・
海の物と盛り沢山で大満足でした。朝食も食べきれな
いくらい品数が多くこれも大満足。誰かさんは味噌汁2
杯・ごはん3杯食べていました。宿を出る前にご主人を
入れて集合写真。
　10時頃に出発して15分位で、道の駅｢しもごう｣にて

買い物。ここは最近出来たばかりで、新鮮な野菜が沢
山置いてありました。特に探していたアスパラが沢山
あったので皆さん買われたことと思います。今回の親
睦旅行の趣旨の一つに福島県で沢山買い物をしましょう。
という合言葉がありましたので、更に次なる目的地に
着く前にもう1軒寄ろうということで、会津鉄道の会津
田島駅構内にあるお土産屋さんに無理やり寄って、塩
麹を探しましたが福山さんご推薦の品はどうも見つか
らなかったようです。ここの駅構内のテレビ放送でオ
ウム真理教の高橋容疑者逮捕の第一報を見ました。
　そして、田島にある造り酒屋｢国権｣迄5分位で到着。
この看板は140年前のものだという事でした。ここのご
主人もロータリアンで、お酒の製造過程を見学させて
いただき、利き酒を済ませて、またしてもお買い物です。
ほぼ全員が日本酒を買って、その場で宅急便で発送し
ていました。ご主人からは1升ビン2本をプレゼントさ
れ先日の会長幹事交代式で皆さんの胃袋に収まったは
ずです。特別本醸造　道一筋という銘柄でした。
　造り酒屋の国権さんから20分位で、丁度お昼時とな
り元ロータリアンの蕎麦屋さんにて昼食をいただきま
した。なかなか注文の天婦羅蕎麦が、出てこなかった
為随分とビールの本数が増えたようでした。ここのお
店は、観光パンフレットにも載っているおいしいお蕎
麦屋さんで、最近新装オープンしたそうです。
　最後に寄ったのがもみじ谷大吊橋で、ここは塩原温
泉の地域になります。全長320ｍの無補剛桁歩道吊橋が
正式名称です。残念なことに今回大変お世話になった
福山さんが、急遽一足先に東京に戻らなければならな
くなり、路線バスのバス停迄中條会員に送ってもらっ
て別行動になりました。本人も大変残念がっていて、
皆様に宜しく伝えて下さいと恐縮していました。ここ
でお買い物は終了です。実は奥様が、入院中で大変な
中を参加していた訳です。ありがたいことです！
温泉街を抜けて、西那須野塩原ＩＣより東北自動車道
に入り夕方5時35分頃無事東村山駅到着でした。

■点鐘：中丸会長


