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今年度会長テーマ

第2293回例会 2014.1.16

ロータリーを
実践し
みんなに
豊かな人生を

話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に

■司会：
　荻野例会運営委員

■会長報告 野村会長

　皆さんこんにちは　福山様ようこそお越しください

■点鐘：野村会長

■幹事報告 石山幹事

■挨拶

■ガバナー事務所：
・(シドニー国際大会)日本人親善朝食会の案内の受理
　について
　2014年6月1日(日)　　開場 6:10～
　於　コックベイワーフ
・沖縄分区Ｉ･Ｍ記念親善ゴルフ大会開催の案内について
　2014年2月6日(木)　11:30～
　於　パームヒルズゴルフリゾート
　締切　1月30日(木)

■回覧：
・武蔵野女子学院ニュースレター・長期留学体験記
・Ｒ財団に関する資料
・東京保谷ＲＣ創立40周年記念誌｢飛翔｣
・ハイライトよねやま

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣
◆ソングリーダー：
　村田会員

■お客様紹介：
　當麻パスト会長

◆ゲスト：
　白河南ＲＣ 福山吉英様

ました。今日の例会は表彰・お祝い・委員長報告・来
客等いろいろありますので、時間が足りなくなると大
変ですので、私の挨拶はこの辺で終了いたします。

■退会の挨拶：山宮会員
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■出席報告 北久保例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 23 0 4 85.19
■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：85.71％

■前々会メークアップ者：
　金子会員：理事会
　山本会員：東京武蔵村山ＲＣ

山宮クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　白河南ＲＣ福山様、多摩信用金庫東村山
　　　　　　支店新支店長西河様、ようこそお越し下
　　　　　　さいました。下半期は会員増強しっかり
　　　　　　として更に東村山ＲＣを盛り上げていき
　　　　　　ましょう。
◆中丸会員：新年あけましておめでとうございます。
　　　　　　皆様本年も宜しくお願い致します。新年
　　　　　　夜間例会をお休みさせて頂き申し訳ござ
　　　　　　いません。よってニコニコでご勘弁下さ
　　　　　　い。福山さん、ようこそおいで下さいま
　　　　　　した。本年も宜しくお願い致します。
◆山本会員：山宮支店長、公私共に大変お世話になり
　　　　　　ありがとうございました。本部でのご活
　　　　　　躍を祈っています。西河支店長ようこそ
　　　　　　いらっしゃいました。よろしくお願いし
　　　　　　ます。
◆田中会員：白河南ＲＣ福山様、ようこそおいで頂き
　　　　　　ました。山宮様、大変お世話になりまし

　こんにちは。1月20日付けの人事異動で本部の方へ行
くことになりましたので、後任の西河の方をご紹介さ
せて頂きます。
　私は、こちらで退会ということになりますが、3年間
非常に楽しい思い出しかなくて、最初にこの場でマイ
クで話した時にＲＣというのは全くわからない、ただ3
年後の自分がそこで判断することなので、一生懸命頑
張りますと言うことを話させて頂きました。この度、
退会ということですが、非常に悲しい思いが強く、女
房にそのようなことを話したところ、じゃあ私の誕生
日にお花来ないの、とそういうことじゃなくて、と話
をしたんですが。。。
　自分の人生の中で会社組織の中で先輩と話しをする
ことはあっても、異業種の先輩と直に話して、本当は
寝食を共にして旅行など行きたかったですが、週1回お
話を聞いて、また自分のお話もさせて頂くことによって、
非常に良い勉強になったと、多分これから人生の中で
このような機会はもうないのだろうと思うと寂しい気
持ちでいっぱいです。
　この前、夜間例会の時に話させて頂いたのですが、
これから自分が仕事を無くす時が来る。その時にもし
地元にＲＣがあれば、お金と時間があればもう一回振
り出しとして入ってみたいなと思っております。3年間
いろいろ皆さんご指導頂きましてありがとうございま
した。

　みなさまはじめまして。私、この度の異動で東村山
支店配属となりました、西河博史と申します。前回は
府中市の北山支店というところで2年間支店長をつとめ
させて頂きました。
　また、こちらに来ても山宮が築き上げた信頼関係を
大切にしながら一生懸命努力させて頂きたいと思います。
皆さん是非よろしくお願いいたします。

■入会者ご挨拶：
　多摩信用金庫
　東村山新支店長
　西河博史様

■皆出席：
　當麻会員(20回目)

■会員誕生祝月：
　嶋田会員、金子会員
　荻野会員

■令夫人誕生祝月：
　當麻会員
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本日のニコニコ合計：   67,750円
　　累　　　計　　：  892,324円

　　　　　　た。今後のご活躍を期待しています。先
　　　　　　週の新年夜間移動例会、大勢の皆様にご
　　　　　　参加頂きありがとうございました。
◆相羽会員：福山様、ようこそ新年の例会においで頂
　　　　　　きありがとうございます。今年も宜しく
　　　　　　お願い致します。
◆北久保会員：
　　　　　　西河様、よろしくお願い致します。福山
　　　　　　様、私の息子の嫁さんが会津です。いつ
　　　　　　か貴クラブを訪問させていただきます。
　　　　　　田中様、写真ありがとうございました。
◆戸澤会員：山宮さんお疲れ様でした。また西河支店
　　　　　　長よろしくお願いします。
◆山本会員、金子会員、嶋田会員、
　野村(裕)会員、樺澤会員：
　　　　　　夜間例会の写真ありがとうございました。
◆小町会員：福山様、ようこそおいで下さいました。
　　　　　　写真ありがとうございました。
◆クラブ管理委員会：
　　　　　　先日の新年夜間移動例会では、皆さんに
　　　　　　一言ずつ今年の抱負を含め発表して頂き、
　　　　　　有意義な例会となりました。ありがとう
　　　　　　ございました。

■表彰

■ポール･ハリス･フェロー
　バッヂと認定書授与：
　石山幹事

■バギオ基金
　感謝状と御礼状：
　樺澤会員　

■小町会員研修委員長　ロータリー財団からのポール・ハリス・フェローと
いうことで、バッヂと認定書が届いておりますので、
お渡しいたします。

　ロータリーの友のご紹介をいたします。
　8P目、日本で3人目の会長になられました、田中作次
さんの会長を経験しての記事がのっております。是非
これはお読みいただきたいと思います。
　次に12Pですが、｢比べてみよう　日本と韓国のロー
タリー｣ということで、日本と韓国および世界との違い
がグラフにして載っております。会員数なのですが、
日本は2003年に11万人居たのが、今8万8千人、韓国は6
万2千8百22人ということで、人口日本の半分少々ですが、
その割にはかなり多いんだなと気がいたします。それ
から、会員の性別男性女性その下に載っております。
会員の年齢ですが、やはり日本は60才以上がかなりの
割合を占めております。韓国は59才以下が半数以上占
めている状況です。世界でみるとまんべんなく分散し
ているように思われます。ロータリー歴ですが、これ
は日本の誇るところで10年以上が55％と韓国および世
界に比べても、ＲＣ歴長いかたが多いなという気がい
たします。それからクラブの例会時間ですが、これは
非常によその国と違ってまして、日本は90％がお昼、
韓国は28％しかなくて、夜が48％。世界で見ましても、
19時以降とお昼が拮抗しているということで、世界と
日本のロータリーがグラフでよくわかるのかなと思い
ます。
　それから、右開きの4P｢空海に学ぶ前向きな心｣として、
なかなかおもしろい記事ですので是非お読みください。
　それから、次に｢わがまちそしてロータリー｣。一昨
年老舗に学ぶと題しまして、以前京都の特集もありま
したが、甲府も老舗が割と長く続いているということで、
そういった記事がのっております。盆地で他国からの
侵略も少なかったことも起因しているのではないかと
いろんなおもしろい記事が載っております。
　それからフレンドシッププラザで18P目｢国際大会に
参加して｣ということでリスボンの世界大会に参加した
方が、和歌山南の大桑さんですが、私もこれと同じよ
うな感激をいたしました。日本で3人目の会長がいて君
が代が流れたりとか、非常に国際大会よかったと思っ
ています。
　どうもありがとうございました。

　こんにちは。皆様お机の上にかいてあります。1/30
の最終例会は会員研修委員会のロータリー議会の推進
月間ということで、こちらのところも委員会の言葉に
なっておりますけれども、いろいろ資料もって話そう
かと思いましたが、以前樺澤会員さん野澤会員さんが
すばらしい話をしたもので、そこまではできないと思い、
今回は人の助けを借りてみようかなと思い、同期の武
蔵村山ＲＣのあまのやさんの社長さんの斉藤さんにお
願いしまして、本日了解をとれました。昨年、歌舞伎
揚げと私の人生ということで、非常にいい人生を歩ま
れてきたロータリーと題して、話していただけますので、
是非出席をお願いします。

■中丸会員研修副委員長

■委員長報告
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■田中クラブ管理委員長

　こんにちは。クラブ管理委員会よりご案内です。こ
の度、多摩信用金庫山宮支店長が本部に栄転されます。
これまでの労をねぎらい、これからのご活躍、新しく
赴任されます西河支店長との親睦、ご活躍を祈念して、
山宮さん、西河さんの都合の良い日で歓送迎会を行い
ます。来週の例会の時、日時を発表させていただきます。
大勢の皆様のご参加をお願いします。場所はたきびさ
んにてと考えています。以上です。

■相羽国際奉仕委員長

　こんにちは。おかげさまでシドニーの世界大会の方は、
19人から定員20名に達しましたことをご報告させてい
ただきます。それから、カンボジアに井戸をというこ
とで、こちらの募金に関しては9万3千円であとちょっ
とということで、本日この場で回させていただいて、
最後にしたいと思います。10万達成ということでこち
らもご報告させていただきます。本当に皆様ありがと
うございます。

■野村会長

2013-2014下半期運営について
　皆さんあらためましてこんにちは　皆様のご協力に
より無事に上期が終了し、先週から下期が始まってい
ます。下期は、今日を含めて後22回しかありません。
村越プログラム委員長が苦心して今迄の知識と経験に
よって、作り上げたプルグラムスケジュールを是非皆

さんで力を合わせて、しっかりと実施したいと思いま
すので、残り半年宜しくお願いします。
　何よりも大事なのは、當麻委員長の会員増強委員会
が定めた事業計画である、上期中に会員1人1名の入会
候補推薦状の提出を責務とする旨の進捗状況は、11月
末の例会時の委員長報告において、當麻委員長より報
告があったように思わしくありません。今期中に5人の
純増に向かって、皆様よりの入会候補推薦状の早期提
出に、ご協力をお願いしたいと思っています。自分達
のクラブですから会員一人ひとりが増員できるよう心
がけましょう。去年の8月にあった会員増強月間で、野
澤増強委員の卓話をご記憶でしょうか？ よく議論され
る事の一つに｢量｣か｢質｣かの件です。この議論はナン
センスとし、｢量｣のエネルギーを｢質｣という成果にい
かに繋げるかが重要であるとしています。｢ロータリー
の会員にはしたけれど、ロータリアンになれるかどう
かはあなたしだいです｣という言葉の意味はお解かりに
なると思います。ただ入会させても十分では無く育て
る事も大事であると言えます。現実は育てる前段階で
足踏みしていますので、多くの方に会員としての機会
を与えて、ともにロータリー活動を通してクラブが発
展することが望ましいと思っています。それには会員1
人ひとりが地道に責務として、常に行動していく以外
に道は無いと感じています。そして、入会後は職業奉
仕委員会や研修委員会等様々な委員会で新入会員の意
識を変えてあげなければいけないのです。何故ならロ
ータリアンに相応しいとして入会したときは、ビジネ
スマンだからです。新入会員の視野は特定の職業に限
られています。自分の職業そして、紹介者の職業です。
新入会員に他の職業やロータリーの事業に関心を持た
せて、視野を広げてあげる必要があると思うのです。
入会時に指定された職業分類の真の重要な代表者を目
指すようにクラブが一体となって共同作業をする必要
があります。ＲＩ会長のロン・バートン氏の言葉を借
りるなら、会員増強委員・勧誘の上手い会員・時間が
ありそうな会員に頼むのではなく、会員増強は他人事
ではなく入会予定者に入会をお願いする事こそ我々自
身の責務でありロータリアン全員の機会であると強調
しています。また、退会者を出さないように皆で気を
配っていきましょう。多少会員増強の論点から外れま
したが、私は今お話したような事が将来のクラブをよ
り楽しくするものだと確信します。
　下半期の大きなイベントとして、直近では東京新宿
ＲＣがスポンサーを勤める地区大会です。これまでは
何が何でもホテルニューオータニで開催していましたが、
吉田カバナーになってから突然地区大会が2月18日(火)・
19日(水)で新宿の京王プラザホテルになりました。去
年たまたまある会合で、新宿ＲＣの会長・幹事・実行
委員長とお話しする機会がありました。その時の話の
内容は、前回までの予算の概ね半額くらいで実施でき
そうだとの事でした。確かにニューオータニと京王プ
ラザでは、ホテルの品格としては、差がついています
が体裁に拘るより、実利を取るべきだと思いますが、
結果としてそうなっただけで、もともと計画としては、
ホストクラブのお膝元で実施するのが最善の方法であ
ると考えて行動している筈です。私も宿泊業に身を置
く側としては、そうあるべきと感じます。ロータリー
の精神からしても地元の企業を利用することが、地域
への貢献だと思いますので大賛成です。ニューオータ
ニクラスのホテルであれば、おそらくＲＣの催しが無
くなったとしてもすぐに別の団体が抜けた分予約して
くると思いますので、ご心配無用です。今年は2日目に、
新入会員昼食会が予定されています。当クラブからは
野村裕夫会員、荻野　昇会員、清水啓量会員、北久保

■クラブ協議会(下半期運営について)

■司会：石山幹事
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隆一会員の4名が出席予定です。この昼食会も吉田ガバ
ナーのこだわりの1つだと言えます。記念講演は大宅映
子さんです。確か国際基督教大学のＯＧだったと思い
ます。東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金活動と連動
しているのではないでしょうか？これも吉田ガバナー
の当初よりの指示事項でもあります。ご存知のように
東ヶ崎さんは初代日本人ＲＩ会長であり、国際基督教
大学の初代理事長でもあります。そして、国際基督教
大学は、2002年から始まった、ロータリー世界平和フ
ェローシップの受け入れ大学で平和センターを持つ世
界中で7つしかない大学のひとつです。国際紛争を研究
する数少ない大学で、｢ダイアログとは対話｣を意味し
ます。ダイアログハウスとは対話の場所とでも言うべ
き施設です。地区大会に関して、吉田カバナーの思惑
は着々と進められていると言って良いでしょう。我々
も遅れないように今年の計画を着々と進めていきまし
ょう。
　4月に入ると、次年度会長の赤木さんがクラブ会長と
しての研修会に出席し、恒例のＰＥＴＳ報告会があり
ます。研修会では、新旧ガバナーのお話があり、カバ
ナーエレクトの意向をじっくりと聞いて、クラブ会員
に伝達する必要がありますので、ボンヤリ聞いている
と大変なことになります。そしてガバナーの意向を受
けた主要な委員会の委員長より指示が出されます。例
えばＲ財団委員長から次年度の年次寄付は、1人150ド
ルとして考慮していただきたい等。それらを総合して、
自クラブの各委員会に赤木さんが噛み砕いて次年度運
営方針として説明します。その他4月16日(水)17日(木)
には、名古屋守山ＲＣ50周年記念式典の案内を頂いて
います。11月度理事会で議題に載り審議の結果、有志
での参加としました。式典翌日にゴルフコンペを予定
していますので、ゴルフ部の方は積極的に参加して下
さい。また他のクラブと是非交流をしてみたいと思わ
れる方は是非参加してください。石山幹事が窓口にな
ります。詳細は後日連絡いたします。
　5月には、オーストラリアのシドニー国際大会が6泊7
日で予定されています。メルボルンとシドニーを旅して、
国際本会議に出席して親睦を深める旅です。相羽国際
奉仕委員長が仕切っていますので、是非多くの会員の
参加をお待ちしています。今年も近隣のクラブの参加
者も多くいらっしゃいますので、多摩分区内の親睦も
図れます。
　6月の予定は、国際大会の報告がありクラブ協議会と
して、5大奉仕部門と会長・幹事の発表が最終週にあり
ます。その他には、まだ日程が明確になっていませんが、
クラブとしての親睦旅行が残っています。田中クラブ
管理委員長と村越プログラム委員長とで、検討中です。
新入会員の入会5名と残り22回の例会運営に更なるご協
力をお願い申し上げます。

■石山幹事

下半期の運営に向けて
　皆さんこんにちは、年末最後の例会で上半期を顧み
てという内容でお話させていただき、すぐにまたお話

させていただくのは大変恐縮ですがこれもお勤めなので、
15分持つかどうかわかりませんが頑張って話をしたい
と思います。
　今年度野村会長の方針テーマ｢話と和で輪を広げ　ロ
ータリーをもっと身近に｣を現実のものとするべく下半
期も野村会長を支え、スムーズな会の運営に努力しま
すので、皆さんもご協力よろしくお願いいたします。
　先週の新年例会は事務局も入れて参加24人でしたが、
出席に◎をした方が全員出席されて、料理の余りもなく、
とてもスムーズに進行され、全員が一言述べられて、
大変有意義な例会に感じました。やはり例会というも
のは有意義なものにしていかないといけませんね。下
半期は、山本例会運営委員長と協力して、まずは例会
を盛り上げていかないといけないと思います。
　次はプログラムです。村越プログラム委員長、上半
期ご苦労様でした、そしてこれから決めていく卓話講
師は上半期以上に素晴らしい方と素晴らしい内容でお
願いします。
　そしてやはり会員増強です。昨年の中丸直前会長の
時は下半期の4月に、清水会員・北久保会員2名が入会
されました。野村会長の年度にも2名以上の入会が望ま
しいですが、何とか頑張りたいです。當麻会員増強委
員長、お力添えよろしくお願いいたします。どこのク
ラブでもまたロータリークラブ以外でも組織活動をし
ている団体では会員の減少が問題視されています。日
本の世の中は、物質的には豊かになりましたが心はま
だまだ豊にかにはなっていません。多くの仲間のもと
で切磋琢磨していける環境にしていきます。二宮尊徳
の言葉を借りれば、｢今年の衣食は去年の産業にあり、
来年の衣食は今年の艱難にあり｣つまり、今年度が多く
の会員数に恵まれてスムーズで充実した組織運営がで
きるのは、昨年会員増強と退会防止をしたからである。
来年が多くの会員数に恵まれるのは、今、辛い中でも
しっかりと努力をし、会員増強と退会防止をするから
である。
　それから、特に私も含めて入会してから浅い会員の
皆さん、｢ロータリーの友｣必ず読みましょう。私は入
会して3月末で丸7年になりますが、ロータリーの友を
ほとんど熟読していません、配布された日の例会でパ
ラパラとページをめくる程度で終わることも多々あり
ます。もっとロータリーの理解を深めるためにはロー
タリーの友は役に立つはずです。この原稿内容を作成
した都合上、私も10・11・12月号はしっかり読みました！
1時間30分以上はかかりましたよ。約7年で今回が1番時
間を費やしたかもしれません!! 今回3冊まとめて読ん
だ結果、数冊を余計に取り寄せて見込み会員に配布し
たら会員増強にも役立つのではと感じました。
　また、入会の時にいただいた金縁の額2つ、中には｢ロ
ータリーの綱領｣と｢4つのテスト｣があります。私は入
会式の翌日からちゃんと会社の事務所に掲示しています。
合わせて10万円ですから、しまっておいたらもったい
ないですよ。特に妻の席から良く見える所に掲示して
あります。自分の再確認も必要ですが、妻の協力と理
解もかかせませんので。まだまだ綱領並びに4つのテス
トがちゃんと実践されていませんが･･･。
　ところで、ロータリーの友、10月号右開き15ページ
に宇治ＲＣの内良氏の投稿で、お題｢君子過ちては改む
るに憚る(はばかる)ことなかれ｣内容を読み上げます。
【今年度、クラブの職業奉仕委員長を拝命するにあた
って、｢ロータリーの綱領｣を久しぶりに見直す機会を
与えられた。4つの項目の第一はクラブ奉仕、第二は職
業奉仕、第三は社会奉仕、第四は国際奉仕となってい
るからである。あらためて綱領の第二を読むと、職業
奉仕がどのようなものかが窺える。これを基準に自分
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なりに活動方針を考えてみた。
　ところがいざ新年度が始まり、｢友｣7月号を見て度肝
を抜かされた。｢ロータリーの綱領｣が｢ロータリーの目
的｣になっているではないか。明らかに、綱領と目的は
違うはずである。
～｢左開きＰ4かＰ6に記載されている｣～
　第一を見ると、｢知り合いを広めることによって奉仕
の機会とすること｣とある。順序が逆ではないか。以前
は、奉仕の機会に参加して知り合いを広めよう、と教
えられた。
　以下、読むまでもない。そういえば｢綱領｣の文章が
難解だから変えよう、という話は聞いたことがある。
しかしここまで変えてしまったとは･･･。精神的バック
ボーンの｢綱領｣を、こうも変えてもらっては面食らう。
会員減少の悩みが絶えない昨今、この変更を知った優
秀な会員が退会されぬことを願うのみである。
　～中略～　くどいようだが、｢ロータリーの綱領｣は
最重要事項である。昔から言われるように、｢君子、過
ちては改むるに憚ることなかれ｣再考を願うとともに、
皆さんのご意見をお聞きしたい。】
　このように記載されていましたが、当会では次の入
会者の時の額の内容は変えるのでしょうか？ それとも
過失を犯したらすぐに改めるべきである、のお題の通り、
元に戻るのを待つべきなのでしょうか･･･。
　さて下半期の幹事の予定ですが、2月5日、第5回多摩
分区連絡会、2月18日地区大会晩さん会出席、翌日19日
東村山駅より皆さんを引率して地区大会参加、3月は福
生ＲＣの45周年記念式典参加と、例会の盛り上げとプ
ログラムの充実と会員増強に力を入れ、4月は13日14日
新旧分区連絡会、この辺りになると、すでに次年度モ
ードになりますがまだまだ気を緩めずに、16日17日は
名古屋守山ＲＣ50周年記念式典参加。17日の例会が心
配ですが、何とか調整したいと思います。そして5月の
爽やかな気候の元で激しく動き回り、入会式ができる
ような取組みをしていきたいです。また親睦旅行も5月
中に予定されているみたいなので、参加します。月末
の28日からはシドニー世界大会がありますので、ここ
では相羽国際奉仕委員長をサポートしていきます。妻
と2人でおおいに楽しみたいと思います。
　最終月の6月4日には新旧合同の理事役員会、(ちなみ
にこの日は世界大会帰国の翌日でやや疲れを残してい
る状態ですが･･･)そのほか活動運営の引継ぎをしっか
りして、120％力を出し切って次年度を迎えたいと思い
ます。本格的に暑くなる前に終われるのでその点では、
とてもうれしい気持ちです。
　年度当初は内容が濃く、充実していたせいかゆっく
りでしたが、後半になると加速していきます。速いス
ピードの中で何ができるか、2013－14年度は飛躍の年
となれるのか、下半期の課題はまだまだ多々ありますが、
野村会長とタッグを組んで6月26日の最終例会及び6月
30日までロータリークラブの活動にどっぷりつかって
いきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
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