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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：
　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。
　ここ2日猛暑もやわらぎましたがまだまだ暑い日が続
きますので、会員の皆様には健康には十分ご留意頂き
たいと思います。
　本日は東京秋川ＲＣ藤澤様・細谷様、ＩＭのご案内
にようこそおいで下さいました。ＩＭを楽しみにして
います。
　さて、今日の例会の後は16日が休会となり、23日は
25日の家族親睦移動例会に振替となります。お間違え
のないようにお願い致します。家族親睦移動例会につ
いては、石山クラブ管理委員長が後ほど詳細をお話し
すると思いますが、石山委員長が色々企画して下さい
ました。まだ申込も可能ですので都合のつく皆様は是
非ご参加の程、宜しくお願い致します。
　最近はロンドンオリンピックの関係で寝不足の皆様
も多いと思いますが、昨日女子レスリングで小原選手
と伊調選手がみごと金メダルを獲得しました。今朝か
ら2人の金メダルまでの軌跡を放送していましたが、優
勝するまでには色々な苦悩や人生ドラマがあったこと
を感じました。
　今回オリンピックでメダルを獲得したり入賞した選
手のインタビューを聞いていると、共通して話すこと
があります。それは自分一人で栄冠を勝ち得たのでは
なく、周りの人への感謝の気持ちです。周りの人たち
の協力があってこそ今の自分があるという認識を各選
手が持っていることです。人間ひとりでは大いしたこ
とは出来ません。協力してくれる人が多く居てはじめ
て大きなことが達成できるのでしょう。
　私もＲＣ会長としてあと10ヶ月半、皆様のご協力に
感謝しながら任期を全うしたいと思います。
それでは会務報告をさせて頂きます。

■お客様紹介：
　嶋田パスト会長

◆ビジター：
　東京秋川ＲＣ
　ＩＭ副実行委員長
　藤澤昌一 様
　実行委員
　細谷理一 様

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣

◆ソングリーダー：
　村田会員
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■幹事報告 赤木幹事

■ガバナー事務所：
・さいたまユネスコ協会より｢ネパール奨学支援プロジ
　ェクト｣協力要請について
　書き損じハガキを集めてネパールの奨学支援の協力
　→賛同するクラブのみ(義務ではない)
　※ユネスコ協会より詳細資料あり

・(参考)補助金管理セミナープレゼン資料について
　地区ロータリー財団セミナーで使用した補助金管理
　セミナーのプレゼン資料
　→下記よりダウンロード可能
　http://www.rid2580.org.download

■クラブ奉仕委員会：
　卓話者リスト見直しのお願いについて
　2011～12年度リストの変更・追加等→9/14まで
　(参考)野澤会員・目時会員　登録済み

■国際奉仕委員会：
・地区国際奉仕委員会打合せ会議の案内の受理
　2012年9月5日(水)　17:30～
　於　東京ドームホテル
　(9/19・11/21開催予定の会議について議事・打合せ)

・(在京)国際奉仕委員長会議の案内の受理
　2012年9月19日(水)　15:00～
　於　ハイアットリージェンシー東京

・世界社会奉仕活動及び姉妹クラブについてアンケー
　トのお願いについて

■東京清瀬ＲＣ：
　ＦＲＣ合同例会のテーマについて
　河川の清掃活動→実施困難と判断しテーマ変更を検討
　実施日は10月28日(日)変更なし

■職業奉仕委員会：
　在京地区職業奉仕セミナーの案内の受理
　2012年9月11日(火)　14:30～
　於　ハイアットリージェンシー東京

■東京秋川ＲＣ：
　｢アユの塩焼きを食べる会｣案内の受理
　8月30日(木)　17:00
　於　森林村　※バス送迎あり　　会費　￥6,000

■青少年交換委員会：
　第47期派遣学生(2011年夏派遣)の帰国報告及び対日
　学生との合同歓迎会について
　9月29日(土)　14:00～
　於　国立オリンピック記念青少年総合センター

■東村山市体育協会：
　第49回東村山市民体育大会総合開会式の案内について
　2012年9月2日(日)　9:00～
　於　東村山市運動公園グラウンド

■事務局移転：
　東京ワセダロータリークラブ
　新住所：
　新宿区早稲田鶴巻町537アリガクリエートビル401号
　電話・ＦＡＸ変更なし

■回覧：武蔵野大学　政治経済研究所通信

　皆さん、こんにちは。秋川ＲＣの藤澤と細谷です。
本日は実行委員ということで、ＩＭのご案内に参りま
した。10月18日(木)、フォレストイン昭和記念館で恒
例のＩＭを開催します。基調講演については、日時や
講演料、また、誰に依頼するか等、どのクラブも苦労
なさると思いますが、実際我々も苦労しました。今回
は多田パストガバナーに講演を依頼しました。フォー
ラムは温故知新ということです。各クラブの会長さん
には出席頂く事になっていると思いますが、皆さんに
もふるってご参加いただきたいと思います。
　実は今日、誰がどこのクラブを回るかを委員の中で
割り振りましたが、私はこちらのクラブに行きますと
申し上げました。それは、個人的に木下さんが復帰し
ているものとばかり思っていました。何故かというと、
3～4か月前に幹事会がありまして、今ロータリーに残
っているのは出席者の中で私だけでしたが、その幹事
会を仕切っているのが木下さんです。お昼に蕎麦を食
べながら話をしたのですが、木下さんは完全にロータ
リーに復帰するなという感じを受けました。今日は木
下さんに会えると思っていたのですが･･･。
　また、先程から秋川ＲＣは人数がいていいですね、
と言われますがここまでいろんなことがありました。
私が会長の時は50名切りまして先行きが不安な時期も
ありました。
　私も5名、6名とアタックしましたが、今時｢ロータリ
ーはこうだから入会してくれ｣といっても入るような時
代ではありません。人を引き付けるのはやはり自分の
人格なのだと思います。｢一緒に楽しく生きるにはどう
したらいいか｣の話などいろいろです。誘う側からする
と大変苦しくなります。分かってもらうための自分の
小ささを痛感します。そのぐらいの熱意と時間を割か
なければ人は入ってこないような気がします。今、た
またま秋川が増えている状況の中で言える話ですが、
増えてくると楽しいです。特に若い方が活躍している
のを見るとすごくうれしいです。ぜひ頑張っていただ
きたいと思っております。
　私は3年程前に本を出しまして、その節はお世話にな
りました。たくさん買っていただいてありがとうござ
いました。あの本は2万冊売れました。出版社もすごく
喜んでいました。今、2冊目を大体書き終えた状態です。
今度は出版社を大手に変えまして、今回が最後ですの
でやりきりたいと思います。その際はまた、よろしく
お願い致します。
　それから｢鮎の塩焼き｣ですが、大変好評ですので、

■ＩＭ副実行委員長
　藤澤昌一 様

■ゲスト挨拶
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本日のニコニコ合計：   25,000円
　　累　　　計　　：  298,000円

　皆さん、こんにちは。最後のお願いです。
日時：8月25日(土)　家族親睦移動例会
出発：東村山駅東口
　　　夕方4:30出発、現地6:15着(東京交通バス)
場所：銀座 トラットリアマルタ 貸切り
時間：夜6:30～8:30
催し：マジックショー
　お盆休み、例会振替で2週間お休みです。次回は銀
座でお会いしましょう!! 以上です。

■石山クラブ管理委員長

　皆さん、こんにちは。本日の3分間スピーチは元気
で明るい相羽会員に話して頂きます。次回、8月30日
(木)は、五十嵐会員にお願いすることになっており
ます。よろしくお願い致します。前の週に皆さんの
メールボックスに事務局の方から、来週の3分間スピ
ーチお願いしますとの連絡が入りますので、その際
は原稿の方を作ってお願い致します。

■山本職業奉仕委員長

■委員長報告

　皆さん、こんにちは。私は、倫理法人会が東村山
に設立と同時に入会させて戴き10年が過ぎました。
当初、見ず知らずの方が2人で｢東村山にこういう会

■相羽会員

■３分間スピーチ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

31 24 0 5 82.76

■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：82.76％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ
　目時会員：地区米山委員会
　山本会員：地区オン・ツー・リスボン委員会

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆東京秋川ＲＣ 藤澤ＩＭ実行委員長、細谷ＩＭ実行委員：
　　　　　　ＩＭのお誘いに伺いました。
◆中丸会長、赤木会員：
　　　　　　本日は東京秋川ＲＣの藤澤様、細谷様
　　　　　　ようこそおいでくださいました。ＩＭ
　　　　　　楽しみにしております。目時会員イニ
　　　　　　シエーション・スピーチ宜しくお願いい
　　　　　　たします。
◆目時会員：藤澤さん、細谷さんようこそいらっしゃ
　　　　　　いました。本日卓話の機会を与えてい
　　　　　　ただきありがとうございました。
◆隅屋会員：この度、16年間無事故で使用していた
　　　　　　車、セルシオから中型車マークＸに乗
　　　　　　り換えました。今後も安全運転に努め
　　　　　　ます。
◆町田会員、野澤会員：
　　　　　　藤澤様、細谷様本日はようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。
◆野村会員：目時さん、本日の卓話ご苦労様です。
　　　　　　藤澤様、細谷様ようこそお越しくださ
　　　　　　いました。

◆山本会員：東京秋川ＲＣ藤澤様、細谷様ようこそ
　　　　　　いらっしゃいました。ごゆっくり例会
　　　　　　を楽しんでください。

どうぞ皆さん気軽に食べにいらしてください。
　今日の私の目的の主旨は、ＩＭへのお誘いですので、
くれぐれもよろしくお願い致します。ありがとうござ
いました。
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　今年度は会員の皆さんにぜひ卓話をしていただきた
いと思っていて、大勢の方にお願いしていくつもりです。
　今日はトップバッターとして目時パスト会長に卓話
をお願いしています。次回の卓話は嶋田パスト会長に
やっていただくことになっております。ぜひ皆さんに
も気持ちよく引き受けていただきたいと思いますので、
その時は宜しくお願い致します。

■卓話者紹介：
　相羽プログラム委員長

　皆さん、こんにちは。秋川ＲＣの藤澤さん、細谷さん、
ようこそいらっしゃいました。藤澤さんには5年前の私
共クラブの40周年の時に辛坊治郎さんに卓話をお願い
する際にご紹介いただいたことがつい昨日のことのよ
うですが、その節はありがとうございました。

　今日は、相羽さんから1か月半前に電話をいただきま
して、今年は会員の卓話をやるから話してもらえない
かとの依頼があり、お受けしました。本当は私にとっ
て忘れられない日、来月の9月20日にやりたかったので
すが、何故かというと、その25年前の50歳の私の誕生
日9月20日に入会したからです。25年前の9月20日も木
曜日でした。33年前、全く知らない東村山の地に会社
をつくってから8年後、宮地さんと土方さんの紹介で入
会しました。できたら9月20日の誕生日に25年間の思い
を話してみようかなと思っていたわけですが、今日引
き受けた理由として、何人かの方に｢目時さん、最近元
気がないね｣と言われるんです。自分でも思い当たるこ
とがあるので、今日は思い切って元気のない意味を身
内のことになりますが、少しお話しさせていただきた
いと思います。
　一つは自分の体調のことです。6年くらい前にゴルフ
場で1年間に3回救急車で運ばれた経験があるのですが
それからずっと不整脈が出て、いろんな薬を朝昼晩、
毎日飲んでいます。体力も落ち、ものも以前のように
食べれなくなってきました。また最近、縦のものが曲
がって見えるのですが｢加齢黄斑変性｣といって年をと
るとレンズに障害が出て、曲がって見えるような症状
が出るそうです。
　もう一つは娘のことです。ロータリーの行事には今
まで家族を率先して連れて出席していましたが、この1
年間、ご迷惑をおかけして大変申し訳なく思っており
ます。
　4年前の9月、娘が当時43歳の時に乳癌と宣告されま
した。娘は切るのを嫌がり、自分でインターネット等
でいろいろ調べたところ、京都府立医科大学に切らな
いで乳癌を治すという先生がいるということで、電話
をかけてみると、とても丁寧に指導され、毎日電話を
いただき、｢私に任せてください｣ということでした。
私は東京の近くの病院での手術を勧めましたが、本人
のたっての希望で2か月に3回程京都の病院へ行って、
ガン細胞を小さくする薬を飲んで治療をし、小さくな
ったときに内視鏡で乳癌をとれば全く傷は残らない、
という説明を受けていました。それから9月から京都へ
行って治療し、3月に内視鏡で乳癌をとる、ということ
だったのですが、2月になってから担当医が突然に別の
患者さんから訴訟を起こされたのです。いろいろ問題
になって、その先生は病院を辞められてしまって内視
鏡ではとれなくなり、結局3月にその病院での手術でガ
ン細胞をとった次第です。手術をしてから6か月後に手
足に異常が出て、今年の春はペンももてなくなりました。
足も引きずるようになり、右半身にいろいろな障害が
出てきました。検査をした結果、パーキンソン病と診
断されました。治療法がなく、治った人もいないとい
います。新しい薬はでてきましたが、進行を食い止め
るだけのものです。娘もですが、女房も落ち込んでいて、
それが一番私の元気がない原因です。
　以前は娘もロータリーの行事があると出たがってい
ました。野澤さんにも相談しましたが、ぜひロータリ
ーの行事に出したい、娘もロータリアンにしたいとい
うのが夢でしたから、ロータリーにも連れて来ようと
思い、思い切って今日お話しした次第です。
　娘の病気は完治しない病気ですが、ある方に萩山に
ある国立精神神経医療センターの村田美穂先生(日本で
一番のパーキンソン病の先生)を紹介してもらい、週1
回リハビリに行って治療を受けています。また、後遺
症が心配ではありますが、今年、新しく出た新薬を3月
から投与しています。すると、薬を飲んだ朝から夕方
まではペンも持てるし、足も一時ほどはひどくなくな
ります。夕方になるとまたもとに戻るのですが、この

■目時パスト会長

■卓話(イニシエーション・スピーチ)

をつくるので入会しませんか｣と見えたときに一度は
お断りしました。しかし、3週間後に見えた時に、常
日頃から人の話を聞くようにしているので、いい話
をいろいろと聞くうちに、付き合いで入会させてい
ただきますと返事をし、入会することになりました。
それからは朝早くから時間のある限り参加し、非常
にいい話が聞けるもので、だんだん参加回数も増え
るようになりました。
　入会して1年程経った頃、2泊3日の富士高原での研
修に参加しました。そこで私は50数年生きてきた中
で、非常にわがままで生きてきたな、ということに
気付きました。それからは自分自身もがらりと変わり、
会社にも倫理の教えを取り入れました。入会するま
では週1回の朝礼が、毎日行う事が良いとの教えに早々
に実践させて戴き、とても元気な朝礼が出来るよう
になり、社員がどんどん変わってきてくれました。5
～6年前には東京都倫理法人会の企業朝礼コンテスト
で優勝するまでになり、以来、近隣の企業さんから
も活力朝礼の研修に来られております。トイレ掃除
等も素手での実践も徹底して行っております。10年
くらい前から市内の中学生が職場体験に毎年来られ
ますが、必ず素手でのトイレ掃除から、活力朝礼も
指導しています。マンネリ化しないように朝礼委員
会が、思考を凝らし変化させて、とても楽しい朝礼
で社員が随分変わってくれました。非常に感謝して
おります。以上です。ありがとうございました。
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■点鐘：中丸会長

治療をぜひ続けてくださいとお願いしております。そ
ういうことで、バス旅行など参加したかったのですが
かなわず、お詫びしたいと思います。また、時が解決
してくれたら、ぜひ、女房と娘をこれからもいろいろ
な機会に参加させたいと思っております。
　もう一つは、同じ年代の方が3人ロータリーを辞めら
れたのもショックでした。野崎さん、土方さん、木下
さんの3名です。特に木下さんは私の1期上ですが、木
下さんが退会されるにはよっぽどのことがあっただろ
うに、なぜ友人として気がついてあげられなかったの
かと、非常に残念です。去年の今頃からそういうこと
が重なって、最近元気がないと気付かれ、ご迷惑をか
けて申し訳ありませんでした。
　少し、ロータリーのことをお話ししたいと思います。
25年前のクラブ概況を見ると、会長は富岡さん、幹事
は税理士の柳田先生で、今も当時からいらっしゃるの
は私の他に、隅屋さんと五十嵐さんのお二人だけです。
私はロータリーに入ってからゴルフを始めたのですが、
50歳からゴルフをやるようになるきっかけを作ってく
れたのが当時70歳を超えておられた林先生でした。今
は大勢の方がお亡くなりになって、25年いろいろロー
タリーも変わってきました。卓話の原稿も出してくれ
というと怒られた時代です。出席率も10年前までは出
席率100％でした。勇気をもってその100％を破ったの
は神﨑さんです。当時は第一勧業銀行、埼玉銀行など
銀行の支店長だけでも7人はいらっしゃいました。今は
多摩信さんお一人になりました。
　ロータリーで一番うれしかったのは、当時、地元に
はほとんど知り合いがおりませんでしたが、年齢も職
業も価値観も違う人たちがそれを乗り越えて友人にな
れたということが、ロータリーは素晴らしいと思った
所以です。
　昨日は桜井さんと2人で食事をしてお話ししたのです
が、武蔵野ＲＣも20人を切りそうだということでした。
いろんなことで注意するとみんな辞めてしまうと。ク
ラブにもいろんな事情があるでしょうが、東京クラブ
は別だと思っています。300人いますが1年間で3分の1
が入れ替わります。東京クラブは雇われ社長が多く、
企業同士の付き合いで会員をおとさないで人数が減ら
ない、しかし、内容的にみると30人、40人のクラブが
今の時代にはよっぽどあってると思います。驚いたのは、
300人いるうちの30人ぐらいしかＩＭに出席しない、地
区大会もそうです、やはりロータリーのことが理解さ
れていないと思います。うちのクラブは今31名、例会
でも20人と50人とでは話す気合いも違ってきます。会
員増強をしてたくさん出席していただきたいと思います。
　今日の各紙に大きく取り上げられていたのは、子ど
もの学力格差についてといじめについてです。今｢梅ち
ゃん先生｣という番組をＮＨＫでやっていますが、私は
その時代に育ちました。あの時の日本の文化というも
のは、私は祖母から｢弱いものをいじめてはだめだ。兄
弟仲良くして親孝行をしなさい。｣という教育を受けま
した。先生や親が間違っていると思っても、それを聞
きなさい、意見を言いたいときは社会でお金をとって
自立してから自分の意見をいいなさい、という教育で
した。いじめ問題で一番悪いのは、いじめをするよう
な子をつくった親が悪い、と思います。皆さん、それ
ぞれご意見もあるでしょうが、弱いものをいじめる文
化は日本の文化になかったもので、どうしてこうなっ
たか危惧しております。また、出来る子と出来ない子
の学力の格差が激しいです。私の会社は6年生のご家庭
を訪問しますが、10人に一人は不登校です。それが社
会状況です。年収の高い家庭はいい塾に行っていい学
校に行きます。小泉さんのやったことが正しかったか

どうかは分かりませんが、経済格差を生んだのも学力
格差を生んだのもこの7～8年の現状です。すごい格差
社会になってしまいました。
　私が尊敬する司馬遼太郎さんの講演を聞きました。｢こ
れからの日本、政治や経済のやり直しは聞くけれども
教育の荒廃は国を滅ぼす。｣まさにその通りだなと思い
ます。当時は今は大変でも頑張れば何とかなるという
夢がありました。ぜひ以前の日本に少しでも戻ってく
れたらいいと個人的には思います。これは賛否両論で
しょうが、ロータリーでは、今年、戸澤委員長が増強
委員長なので少しでも協力して頑張ってみようと思い
ます。ありがとうございました。
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氏　　名

公式平均

出席規定適用免除者

細渕　一男

相羽　　正

赤木　盛一

飯田　能士

熊木　敏己

石山　　敬

樺澤　　襄

金子　哲男

北久保眞道

小町　幸生

目時　俊一

村越　政光

町田　清二

村田　秀雄

中丸　繁男

野村　高章

野崎　一重

野澤　秀夫

嶋田　憲三

高橋　　眞

田中　重義

當麻　　誠

戸澤　　忠

漆原　次男

山宮　　隆

野村　裕夫

隅屋　宜一

五十嵐光利
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