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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：
　山本例会運営委員長

■会長報告 野村会長

ＪＡＬパック誕生50年
　今年ブランド誕生50年を迎えるジャルパックは、
49年前に商品を発売した日と同じ1月20日、帝国ホテ
ルで記者会見を開き、50周年記念商品を発売すると
ともに、ホームページ開設や書籍発行といった各種
記念実施することを発表しました。｢ジャルパック｣
ブランドは、海外渡航自由化を受けて、1964年9月に、
日本初の海外パッケージ旅行ブランドとして誕生し
ました。1964年と言えば昭和39年です。東京オリン
ピックの年です。そして、翌年1月20日に7つのコー
スを発表しました。第1陣の｢ヨーロッパ16日間コー
ス｣は旅行客26人と添乗員1人で4月10日に羽田空港を
出発したそうです。料金はいくら位かというと、大
卒初任給2万1千円の時代で、1人67万5千円とかなり
高額でした。現在の大卒初任給はおおよそ20万円と
して、約10倍･･･675万円です!! でも1年目の実績は、
2192人で沖縄を含む東南アジアとヨーロッパが人気
だったそうです。
　ジャルパックは、今国内旅行も取り扱い、年間200
万人を超える旅行客が利用する総合旅行ブランドに
成長しました。50周年を記念し、1年間限定の｢特別
企画｣として、国内・国外商品50商品を発表するとの
事。さらに、50周年紹介ホームページを立ち上げる
とともに、商品開発の苦労や旅の楽しさを実現して
きた同社の取り組みを紹介する書籍を発行しています。
｢ＪＡＬパック《いい旅、あたらしい旅》の創造者た
ち｣という本です。
　※パッケージツアーは誰がどうやって企画してい
　　るのか？
　※スーパーツアーコンダクターが魅せる現地人脱
　　帽のエスコート術
　※チャーターフライトはこうして生まれた
等面白そうです。ダイヤモンド社発行です。
　ＪＡＬ関係と言えば、深田祐介という直木賞作家(炎
熱商人)のスチュワーデス物語を楽しく読んだ記憶が
あります。ちなみに彼の奥様は作家の安部讓二(塀の
中の懲りない面々)とＪＡＬ時代同僚だったとの事。
話が少し脱線しましたが、今年のＪＡＬパックの集
客については、アベノミクス効果でやや持ち直して
いるとの事でした。

■点鐘：野村会長

■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：
　當麻会員

■お客様紹介：
　中丸パスト会長

◆ゲスト：名古屋守山ＲＣ会長　木村隆之様
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■幹事報告 田中次年度幹事

■ガバナー事務所：
・国際ロータリー第2580地区ローターアクト第45回
　地区年次大会の案内
　2014年6月14日(土)　14:00～
　於　ホテルラングウッド
・卓話依頼書の受理
　卓話依頼の締切と書式について
　・米山卓話依頼　締切6/30
　・10月職業奉仕　締切8/31
　・11月Ｒ財団月間　締切8/31
　・ローターアクト委員会　卓話受付随時

■バギオ基金：
　一般財団法人比国育英会バギオ基金第5回臨時評議
　員会開催について
　2014年5月15日(木)　17:00～
　於　弘済会館

■青少年交換委員会：
　次年度(在京)地区青少年交換会議の案内について
　5月28日(水)　15:00～17:00
　於　学士会館

■多摩分区Ｇ補佐(東京青梅ＲＣ)：
　次年度第1回会長・幹事の会の案内について
　5月10日(土)　18:00～
　於　フォレストイン・昭和館　｢車屋｣

■東村山交通少年団：
　青少年育英資金の礼状の受理

■東村山消防少年団：
　東村山消防少年団入卒団式出席の礼状と写真の受理

■東村山市緑を守る市民協議会：
　①東村山市緑を守る市民協議会創立40周年記念式
　　典について
　　2014年5月27日(火)　18:30～
　　於　サンパルネコンベンションホール
　　※表彰があるそうです。
　②第25回春の緑の祭典開催の案内
　　2014年4月29日(火)　10:00～
　　於　都立東村山中央公園

■東村山国際友好協会：
　①平成26年度東村山国際友好協会総会開催について
　　2014年5月17日(土)　14:00～
　　於　市民センター
　②2014年インディペンデンス市学生訪問団
　　歓送パーティの案内
　　6月14日(土)　14:00～
　　於　市民センター

　③体力測定の案内
　　2014年6月7日(土)　9:30～
　　於　東村山市民スポーツセンター

■挨拶

■名古屋守山ＲＣ会長
　木村隆之様

　先日4月16日に我が名古屋ＲＣ50周年の記念式典なら
びに記念祝賀会を多数の皆様にお集まりいただき盛大
にお祝いをいたしました。東村山ＲＣからも10名ご参
加いただきましたことを心より御礼申し上げます。こ
の親睦友好がこれからも発展してどんどん大きくなっ
ていくこと願う次第でございます。また東村山ＲＣは
三年後に50周年を迎えられるということで、着々と準
備をされることかと思います。
　50周年を経験したことから感じたことは、やはりク
ラブが一丸となってことに取り組むということしかな
いそれに尽きると感じております。全員で事業、奉仕
活動、式典の企画内容といろいろな手配等々あろうか
と思いますが、是非皆さんお力を合わせてすばらしい
式典になりますことを心よりご祈念申し上げます。
　私事になりますが、今から30年ほど前1982年、自動
車関係の仕事をしており、当時フォードを名古屋の方
で販売しておりました。日本でフォードの新しいフラ
ンチャイズは当時私と私の上司であったものが、マツ
ダの第三販売系列という形でスタートさせろというこ
とで始まりました。ただ、当時マツダは資金的なもの
がありましたから、住友銀行がバックアップしていま
した。ちょうどファミリアという車が徐々に売れ始め
てある程度余裕が出来てきた頃でした。その時、マツ
ダ自体では一つの販売系列に作るということは、その
販売系列に対して新しい車を導入してかなければなら
ないということになります。しかしその開発をしてい
くためには莫大な資金がかかってしまう。であれば海
外のメーカーにタイアップしてデザイン享受を受けて、
まずは広島で生産台数が上がることが重要でありその
顔が他のバッジをつけていようがいまいがとにかく生
産が上がることが第一ということで、作ったのがオー
トラマという販売チャネルでした。
　私は第一陣として東京に出ることになり、新宿のセ
ンタービルにオートラマの販売ディストリビューター
の基を作りました。そこから約10年くらい勤めました。
今は日本フォードという会社は虎ノ門の方に移ってし
まったのですが、今日本当に久しぶり15年ぶりに新宿
に来た次第です。
　当時初代東京担当として、経理や営業、宣伝と何役
も1人でこなさなくてはならない状況であり、東村山、
三鷹、石神井と我々の店舗が実は存在しました。よく
東村山にもお邪魔しました。
　私個人として特に東村山という響きに親しみを感じ
ており、本日こういう形でお邪魔できたのも非常に光
栄なことであり、重ねて50周年お越しいただいたこと
を本当に心より感謝申し上げ御礼の言葉とさせていた
だきたいと思います。
　ありがとうございました。
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■田中次年度幹事

　先日の赤木次年度会長の活動方針発表には、お忙
しい中ご参加頂きまして、ありがとうございました。
7時～9時半まで有意義な会議ができました。
　次年度、会員の皆様お一人お一人の力添えを頂き
まして、前進、前進、また前進と思っていますので
よろしくお願いします。

■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：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：92.59％
■前々会メークアップ者：
　赤木会員：現新分区連絡会
　飯田会員：地区インターアクト委員会
　中條会員：現新分区連絡会

◆木 村 様：4月16日、当クラブ50周年記念式典に多
　　　　　　数ご参加頂き、誠にありがとうございま
　　　　　　した。感謝！
◆野村会長：本日卓話の高澤様、そして名古屋守山Ｒ
　　　　　　Ｃ木村会長、本日はようこそおいで下さ
　　　　　　いました。本日はよろしくお願いします｡
◆野澤会員：名古屋守山ロータリークラブ会長、木村
　　　　　　隆之さん、ようこそ東村山へ。過日の創
　　　　　　立50周年誠におめでとうございました。
　　　　　　また記念ゴルフもとても楽しく、ベスグ
　　　　　　ロまで頂きダブルの感激でした。今日は
　　　　　　欠席で申し訳ありませんが、どうぞごゆっ
　　　　　　くりお過ごし下さい。
◆田中会員：名古屋守山ＲＣ木村会長様、遠路の所よ
　　　　　　うこそ東村山へ。先日の50周年記念式典､
　　　　　　会員の皆様おひとりおひとり輝いておら
　　　　　　れ、素晴らしい式典に大感動でした。ゴ
　　　　　　ルフもお世話になりました。本日はごゆっ
　　　　　　くりしていって下さい。名古屋守山ＲＣ

　　　　　　様に栄光あれ！
◆飯田会員：名古屋守山ＲＣ50周年記念ゴルフにて優
　　　　　　勝させていただき、ありがとうございま
　　　　　　した。
◆隅 屋 様：美しい若葉を見ながら歩こう会に参加さ
　　　　　　せていただき、ありがとうございました｡
　　　　　　国分寺の数々の遺跡を拝見し、歴史の深
　　　　　　さを改めて勉強しました。野澤様、北久
　　　　　　保様、ご親切なご案内ありがとうござい
　　　　　　ました。
◆戸澤会員：名古屋守山ロータリー50周年記念式典に
　　　　　　参加してきました。翌日の記念ゴルフコ
　　　　　　ンペで東村山勢は上位を占めて、やる時
　　　　　　はやる次々年度飯田幹事が優勝してしま
　　　　　　いました。野村会長、樺澤会員、山本会
　　　　　　員お疲れ様でした。中條会員、バスの手
　　　　　　配ありがとうございました。写真ありが
　　　　　　とうございました。
◆中丸会員：名古屋守山ＲＣようこそいらっしゃいま
　　　　　　した。貴クラブの50周年記念式典では大
　　　　　　変お世話になりありがとうございました｡
　　　　　　本日は高澤様、卓話よろしくお願い致し
　　　　　　ます。山下様ようこそおいで下さいました｡
◆山本会員：名古屋守山ＲＣ木村会長ようこそいらっ
　　　　　　しゃいました。先日は大変お世話になり
　　　　　　まして、ありがとうございました。名古
　　　　　　屋のファンになりそうです。写真ありが
　　　　　　とうございました。

本日のニコニコ合計：   42,000円
　　累　　　計　　：1,214,324円

■委員長報告

■相羽国際奉仕委員長

　カンボジアの井戸掘り、会員の皆様のご協力あり
がとうございました。明日、現地に行ってこの目で
確認してきます。

西河クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　北久保会員(1回目)

(隅屋会員令夫人)
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■閉会点鐘：野村会長

■山本パスト会長

　来週の30日水曜日ですが、私今年還暦なのでそれ
の御礼という意味で八坂神社さんに何かできないか
ということで考えまして、今皆さんの座ってらっし
ゃる床のワックスの塗り替えを当社の方でやらさせ
ていただこうかなと思っております。
　もし、ワックスの塗り替え作業がどういうものな
のか興味がありましたら、30日13時から行いますの
で是非ご覧になっていただければ幸いです。

2014年04月12日(土)実施
■参加者(11名)
相羽会員、相羽会員令夫人、北久保会員、樺澤会員、
樺澤会員令夫人、小町会員、小町会員令夫人、隅屋会員
令夫人、當麻会員令夫人、野澤会員、野澤会員令夫人

■午前９時、国分寺駅集合
西国分寺駅→東山道武蔵路→国分寺跡→歴史史料館→
おたカフェ→お鷹の路→真姿の池湧水群→殿ヶ谷庭園
→昼食｢いらか｣

　散歩日和に恵まれました。
　奈良時代に造られた東山道武蔵路を歩きました。そ
のあと、葉桜が多くなった国分寺跡を観ながら歴史史
料館でビデオ観賞。｢おたカフェ｣で珈琲等を戴いて休憩。
　そして、｢お鷹の路｣を歩きました。｢殿ヶ谷庭園｣も
春の花が咲き、新緑が眼を楽しませてくれました。
　昼食を｢いらか｣と言う和食レストランで楽しく戴き
ました。皆さん満足された良い一日でした。

■卓話

■卓話者紹介：
　相羽プログラム委員長

■歩こう会報告

■卓話者：
　家事セラピスト
　高澤綾 様

人生の節目で考える物の捨て方・のこし方
■家事塾スローガン
　・家のコトは生きること

■家事塾 憲章
　・家事とは　生きること
　・家事とは　人とつながること
　・家事とは　次の世代に手渡す文化

■人生には様々な節目がある
●ヒトの変化
　・結婚・出産　　　　　・子どもが独立
　・親の介護　　　　　　・孫の誕生
　・子どもとの同居　　　・親の死、伴侶の死
●イエの変化
　・親のそばが居場所　　・外が居場所
　・親の家を出る　　　　・家を移る
　・子どもが家を出る　　・部屋の使い方が変わる
ヒトの変化・イエの変化によって必要なモノも変化する

■片付けの3原則～｢元に戻すため｣に必要な要素
●定位置
●定量
●捨てる

■捨てるための11か条
　 1.｢とりあえず取っておく｣は禁句
　 2.｢仮に｣はだめ、｢今｣決める
　 3.｢いつか｣なんて来ない
　 4.他人の｢とっても便利｣は私の｢じゃま｣
　 5.｢聖域｣を作らない
　 6.持っている物は、どんどん使う
　 7.収納方・整理法で解決しようとしない
　 8.｢これは捨てられるのでは｣と考えてみる
　 9.｢しまった!｣を恐れない
　10.完璧を目指さない
　11.｢もったいない｣で封印しない

■すっきりのカタチ｢暮らしの環｣

暮
ら
し
の
環

使 う 場 しまう場

使 う

捨てる 買 う

戻 す

北久保会員


