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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

■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：
　荻野会員

■お客様紹介：
　戸澤パスト会長

◆ゲスト：
　見学者　服部友廣様

■会長報告 中丸会長

　皆さんこんにちは。本日は先週に引き続きクラブ
協議会が開催されます。先週は、自分の健康管理の
甘さからインフルエンザを発症して欠席してしまい、
野村クラブ奉仕委員長、赤木幹事をはじめとする会
員の皆様にご迷惑をおかけいたし誠に申し訳ござい
ませんでした。自分がなったから言うわけではござ
いませんが、インフルエンザがかなり流行している
ようなので、会員の皆様も健康には十分ご注意くだ
さい。
　さて、今日は私を含め、各奉仕部門の委員長によ
る下半期に向けての発表をお願いしてあります。皆
様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：
・地区協議会(2012.4.20実施)報告書の地区ＨＰアッ
　プロードのお知らせについて
　URL　http://www.rid2580.org/download/
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 22 0 4 84.00

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：1名
■前々回出席率メークアップ修正後：95.83％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：京都西ＲＣ
　目時会員：東京武蔵野ＲＣ
　嶋田会員：東京東大和ＲＣ

■出席報告 相羽例会運営委員

・地区大会における新入会員・長寿会員・永年在籍
　会員紹介について
　隅屋宜一会員　45年永年在籍会員としてプログラ
　ムに記載されます

■ガバナー事務所地区大会実行委員会：
　地区大会登録の協力のお願いについて
　・登録目標数2,000名達成の協力依頼
　　参考：当クラブ全員登録・令夫人5名登録済みです
　・講演者：佐藤愼一氏プロフィールの受理
　・アンケートについて：宿泊ホテル・交通手段等

■宜野湾ＲＣ：
　地区大会参加者との親睦会開催について
　2013年2月20日(水)　21:30～
　於　天然温泉アロマ2F
　(地区大会会場より大型バスにて移動)

■米山奨学委員会：
　2012学年度米山記念奨学生期間終了式の案内について
　2013年3月1日(金)
　地区委員　13:15～　　奨学生　14:00～
　於　ハイアットリージェンシー東京

■職業奉仕委員会多摩分区リーダー：
　｢武蔵野分区・多摩分区合同クラブ職業奉仕委員会
　の集い｣開催日変更について
　2月15日(金)←×
　2月14日(木)←○　立川グランドホテル　17:00～

■多摩分区幹事：
　4月の第6回多摩分区連絡会について
　4月14日(日)～15日(月)　1泊にて開催
　ホスト：東京秋川ＲＣ　詳細後日
　出席者：現新会長・幹事・地区委員・事務局

■例会変更：
　東京板橋セントラルＲＣ　4月5日(金)→4日(木)
　東京ワセダＲＣ　2月13日(水)→移動例会　穴八幡宮
　東京秋川ＲＣ　2月7日(木)→6日(水)
　　　　　　　　東京武蔵村山ＲＣ記念式典へ

■回覧：
・2013～14年度ＲＩ会長テーマネクタイ・バッチに
　ついて
・小平ＲＣ週報

野村(裕)会員■ニコニコＢＯＸ

◆中丸会長・赤木幹事：
　　　　　　先週はインフルエンザの為、欠席し申し
　　　　　　訳ございませんでした。本日は服部さん
　　　　　　ようこそおいで下さいました。
◆嶋田会員：今日は都合により早退させて頂きます。
◆戸澤会員：今週日曜日(20日)御岳山(安産杉)へ長男
　　　　　　2人目の孫の安産祈願に行って来ました。
　　　　　　そうしたら、月曜日の朝7時に女の子が
　　　　　　産まれました。これで我が家は孫4人に
　　　　　　なりました。
◆田中会員：昨日行われました東村山市ゴルフ連盟理
　　　　　　事ゴルフ大会、なみいる強豪を抑えて37・
　　　　　　40ベスグロ取れました。今年は飛躍しま
　　　　　　す。コツを学びましたのでアドレスの大
　　　　　　切さが分かりました。
◆隅屋会員：今の中丸会長のお話にお礼です。

本日のニコニコ合計：   12,000円
　　累　　　計　　：  875,800円

　中丸会長のお話に一言お礼を言わせて頂きます。た
だ今、いきなりでびっくりしました。ありがとうござ
います。45周年、よく私も、もったなと思います。私
はロータリークラブの門前の小僧であり、｢門前の小僧、
習わぬ経を読む｣といいますが、皆の姿を見て、自然に
いろいろなことを勉強させてもらいました。10年位前
から、ロータリーは空気と同じで、ロータリーに行か
ないと淋しくなったりもします。会社では、会長、顧
問を経て引退した状態ですが、ロータリークラブには
定年がなく、生きている間は入会させていただけるので、
ありがたいなと思います。

■お礼の挨拶：隅屋会員
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　皆さん、こんにちは。2月19日～21日の沖縄地区大会
並びに親睦旅行の行程表を、本日メールＢＯＸに入れ
させていただきました。3日間、皆で親睦を深めていき
ましょう。期日も迫ってきています。本日、事務局Ｆ
ＡＸにて旅費の集金のご案内を送らせていただきます。
1月31日までにお振込みか、31日の例会にご持参下さい。
旅行幹事として3日間死ぬ気で頑張りますので、皆さん
どうぞよろしくお願い致します。

■石山クラブ管理委員長

　皆さん、こんにちは。先週からリスボンの映画を上
映していたのですが、小さいというご指摘をいただき
ましたので、今度は大きな画面で映しております。ぜ
ひご覧いただいて、まだ席の方にも余裕がありますので、
ご検討頂きたいと思います。
　ヨーロッパ方面は遠いので、なかなか個人旅行でい
らっしゃる機会は少ないと思います。6月21日から行く
のですが、リスボンで2泊して、その後、南スペインを
ぐるっと回って、最後は、闘牛で有名なマドリッドか
ら飛行機に乗って帰国するというツアーです。リスボ
ンには日本人の味覚に合うおいしい料理もありますし、
タルトなどの有名なお菓子もあります。ぜひ、一緒に
行って、国際大会を楽しみ、交流を育み、おいしいも
のを食べに行って観光するという気持ちで、あと何人
かお申込みの方がいらっしゃいましたら、ぜひよろし
くお願い致します。

■山本2580地区オン･
　ツー･リスボン委員

■委員長報告

　皆さん、こんにちは。先日、インフルエンザでダ
ウンされていた中丸会長が元気に戻っていらっしゃ
いました。今日は元気よく3分間スピーチをお願いし
たいと思います。よろしくお願いします。

■発表者紹介：
　山本職業奉仕委員長

■３分間スピーチ

　皆さんこんにちは。本日は私に3分間スピーチの順
番がまわってきました。貴重なお時間を頂き有難う
ございます。このお時間に何を話そうか迷うところ
ですが、仕事や自己紹介については何度もお話しし
ていますので、今回は大好きな趣味であるゴルフの
ことについてお話しさせて頂きます。
　私がゴルフを始めたきっかけは、大学を卒業し入
社した会社によるものでした。研修が終わり各部署
への配属が決まった時の部課長との懇親パーティー
の時、上司になる次長から開口一番｢君はゴルフをや
った事があるか｣と尋ねられました。練習場で2～3回
打ったことがある程度ですと答えると、隣に居た部
下の課長に｢君、余っているクラブを中丸君にあげな
さい｣との一言。課長から古いクラブを頂き、こうし
て私のゴルフが始まりました。大変ゴルフが盛んな
会社だった為、おかげで社内コミュニケーションも
うまく取れるようになりました。
　元来飽きやすい性格で、そのうちゴルフも飽きる
だろうと思っていましたが、ボーナスが出ると無理
やり先輩に、会社帰りに神田のミズノにつれて行か
れました。｢いつまでも、もらい物のクラブでは上手
くならない｣の一言で私のボーナスの半分以上がゴル
フクラブに変わってしまいました。他に買いたいも
のがあったにもかかわらずです。
　会社も辞め、そのうち飽きると思っていたゴルフ
ですが、徐々にはまっていってしまい、今でも大好
きな趣味となって続いています。なぜなのでしょうか。
それはゴルフの持つ奥深いものが飽きさせないので
はないかと思うようになりました。
　ゴルフにおいては良いショットが、必ず良い結果
に結びつくとは限りません。運にもかなり左右され
る時があります。しかし、良い結果を求めるなら良
いショットが要求されます。たまにまぐれもありま
すが常に良い結果を求めるには良いショットが必要
なのです。これは何か人生や仕事にも当てはまるよ
うな気がいたします。
　最善の努力が最善の結果に結びつくとは限りません。
しかし最善の結果を求めるなら、最善の努力が必要
です。こんなことを考えながらこれからもゴルフを
して行く私です。

■発表者：中丸会長

■クラブ協議会(下半期に向けて)

■司会：赤木幹事
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■漆原社会奉仕委員長

　皆さん、こんにちは。まず、22日、23日の読売新聞
の多摩版に、自分の生まれ故郷の伊豆諸島の新島の記
事がかなり大きく載っておりました。コーガ石でつく
ったモヤイ像や、島の名産品などが掲載されており、
日にちは未定ですが、これから2～3回連載で続くとい
うことです。東村山警察署の所長も新島に2回ほど勤務
していたことから取材するそうです。ぜひ、見ていた
だきたいと思います。
　それでは、社会奉仕委員会から連絡させていただき
ます。私と、島田副委員長、飯田委員、村越委員と4名
でやっております。
　1月31日、時間は10時～16時、東村山市役所の市民セ
ンターにおきまして、献血を大々的に行いたいと思い
ます。これが下期の社会奉仕の一番の行事になると思
います。中丸会長には、見得を切って｢300名やります｣
と言いましたが、300名の内訳は田中会員より、｢こう
いういいことには積極的に協力して100名集めるから｣
という話でしたので、その上になんとか乗せれば300名
までいくかなと思い、この数字になりました。献血基
準で、年齢は16～69歳となっております。当日、献血
の前に問診等、医師がきちんと状況を見て行います。
なぜ冬にやるかというと、冬場は献血者が少なく、血
液が不足しており、雪国の方はかなり不足しているそ
うです。本人が献血できない年齢の方は、ぜひ従業員
の方に参加していただければと思います。
　先に中丸会長が言いましたように、市役所には日赤
の方から正式に文書で協力依頼を出させていただきま
した。東村山警察署と東村山消防署の方にも日赤の公
式な依頼という形で文書にて協力依頼を出しております。
警察の方は血気盛んな署員がいっぱいいるので、なん
とか31日空いている署員がいたら献血に行かせると言
ってくれたので少し人数が増えるかな、と期待してお
ります。
　また、次のような方の献血はやめてくださいと書い
てあります。エイズ感染の可能性のある方や、検査目
的の方、輸血を受けた方はご遠慮ください、とありま
すのでよろしくお願い致します。
　来週の木曜日でちょうど例会にあたりますが、ちら
し2万枚も今日、明日で配布し、その後あと5000枚を市
役所近隣にまいてみます。どのくらい集まるか不安は
ありますが、300名目指してやっていきたいと思います
ので、皆さんのご協力お願い致します。

　先週はクラブにとって大切なクラブ協議会を欠席す
ることとなり、会員の皆様には大変申し訳ございませ
んでした。自己管理の甘さを痛感しております。サラ
リーマン時代に、先日は風邪で会社を休んでしまった
話をある取引先の社長にしたところ、｢中丸君サラリー
マンが風邪で休むなんてことは自己管理がなってない。
うちの会社だったらペナルティーだぞ｣と叱られたこと
を思い出しました。皆様にご迷惑をおかけ致し申し訳
ございませんでした。
　さて、本題に入らせて頂きますがいよいよ下半期が
スタート致します。下半期には、1/31に漆原社会奉仕
委員長の御尽力で開催される献血イベント、2/6には東
京武蔵村山ＲＣ40周年記念式典がパレスホテルで開催
されます。2/19からは沖縄での地区大会と親睦旅行です。
我々の友好クラブである宜野湾ＲＣがホストを務め、
宮城実行委員長も頑張っています。是非とも楽しく盛
り上がるように協力して行きましょう。その後も東京
秋川ＲＣ40周年式典、東京青梅ＲＣ50周年式典、そし
てリスボンでのＲＩ世界大会等々と行事がまだまだ続
きます。皆様のご協力を賜り何とか一つ一つの行事を
充実したものにできればと思って居ります。
　下半期が始まる早々、大変残念ですが北久保会員と
熊木会員の退会がありました。お二人と話してみると、
それぞれやむを得ない事情は理解できますが、何とか
残って頂けなかったものかと残念でなりません。下半
期は何と30名の大台を切り29名からのスタートとなり
ました。1/15に東京東大和ＲＣの2000回記念例会に出
席して来ましたが、東京東大和ＲＣも2名減の27名だそ
うです。
　会員の減少が続いているクラブが多いですが、東京
秋川ＲＣのように増加しているクラブもあります。当
初の純増5名は苦しくなりましたが、何としても会員増
強を実現して行かなければなりません。会員が少ない
とクラブの活気も無くなります。下半期は会員増強を
第一のテーマとして取り組んで行きたいと思っていま
すのでご協力、宜しくお願い致します。

■中丸会長

　皆様、こんにちは。早いものでもう下半期の話をし、
次年度モードの準備も進む時期になりました。
インフルエンザが静かに流行の兆しです、皆様におか
れましても、帰宅されましたら手洗いとうがいを是非
励行し、予防に努めて頂きたいと思います。
さて、まずは下半期のクラブ奉仕委員会のメンバーを
紹介させて頂きたいと思います。委員長　私、山本、
副委員長　高橋眞会員、委員　野崎一重会員、そして

残念ながら北久保眞道会員が退会され、3名で頑張らせ
て頂きます。
　皆様にご協力を頂いている3分間スピーチも順調に進
んでおります。下半期もよろしくお願い致します。5月
中には完了し、6月には小冊子の完成に至ると思います。
　次に、職場見学の予定ですが、沖縄の地区大会、地
区協議会、ペッツ、また、年度替り等が重なる為に、
日程調整が先方とうまく折り合いましたら実施したい
と考えております。
　後残り5か月余り、皆様のご協力を頂き頑張りたいと
思います。どうぞよろしくお願い致します。

■山本職業奉仕委員長
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　皆さん、こんにちは。まず、下期の活動についてで
すが、大きく分けて一つは、国際大会に参加しようと
いうこと、もう一つは国際奉仕の中には世界奉仕(ＷＣ
Ｓ)が含まれており、その中のシェルターボックス事業
について今日は資料を用意しました。シェルターボッ
クスについては今年度だけではできないので、ある程
度情報を集めてやり方を考えて、次年度の国際奉仕委
員長に継続事業として引き継いでいきたいと考えてお
ります。
　まず、地区のオンツー・リスボンには戸澤委員長、
山本委員がおりますが、クラブとしてもまだまだ募集
しています。ポルトガルは江戸時代から日本に関係の
深い国で、親日家も多いそうです。ぜひとも万障繰り
合わせの上、参加よろしくお願い致します。
　では、世界社会奉仕の中のシェルターボックスにつ
いて説明します。そもそもシェルターボックスという
のは、イギリスの海軍出身のトム・ヘンダーソン氏が
提案して1999年に設立されたＮＰＯ法人です。2012年3
月に国際ロータリーと提携しました。青いプラスチッ
クの箱の中には、10人が寝ることのできるテント、調
理器具、水、簡単な非常食、子供用のゲームなどが入
っております。この1個が8万円です。それをイギリス
のＮＰＯ法人のシェルターボックスに資金として提供
するとの申し入れをして、災害時に被災地にそれを届
けるというシステムです。
　3月11日の東日本大震災の時には、宮城県山元町の役
場の後ろのテニスコートに、すでに3月16日には国際ロ
ータリーと世界のロータリークラブが支援するシェル
ターボックスが200個到着しております。このボックス
は、世界大会や友愛の広場に行くと必ず展示されてお
ります。そしてシェルターボックスをどこにでも発送
できる準備を整えているということです。世界各国、
いつ災害がおきるか分からないという状況の中でも支
援できればいいと思います。
　そこで財団に補助金を申請し、我々のクラブでなん
とか40万円(シェルターボックス5箱分)集めて、財団の
寄付を含めて倍の80万円にして送りたいと思います。
一年の事業としては、とても我がクラブでは拠出でき
ないですので、寄付金として財団の方にどうしたら申
請できるかというのを今年度中に組み上げ、それを次
年度に実行していただければありがたいと思っており
ます。そういう思いで今年度から東村山ロータリーク
ラブでもシェルターボックスに取り組み、いろいろな
形の中で手助けをしていくのも大事ではないかと思い
ます。計画の基礎は6月までにしっかり作っておきます
ので、次年度以降も継続事業として組み入れていただ
ければと思います。

■當麻国際奉仕委員長

■点鐘：中丸会長


