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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2322回例会 2014.8.28

ロータリーに
輝きを

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：野村(裕)会員

■点鐘：野村直前会長

■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：
　北久保会員

■お客様紹介：
　野澤パスト会長

◆ゲスト：
　東京青梅ＲＣ　
　IM実行委員長
　原嶋　和利 様

◆ゲスト：
　東京青梅ＲＣ 幹事
　塩野　敦巳 様

◆ゲスト：
　東京青梅ＲＣ　
　IM副実行委員長
　志水　守 様

■会長報告 野村直前会長

　皆さんおはようございます。宿泊業界でのお話で
すが、｢観光立国看板倒れ｣という事ですが、話の中
心は外国人観光客をガイドする通訳案内士の国家資
格試験です。｢振替休日｣を英語で説明せよ！と言う
様な難問で受験生を苦しめている国家試験がありま
す。昨年は、日本語の教養問題で｢日銀の最高意思決
定機関は何か｣と言う問題も出たそうです。答えは
｢政策委員会｣。合格率25%の難問だそうです。例え
ば岐阜の白川郷などのツアーでは、10人程度しかガ
イドが在籍して居ないため、なかなか受け入れ体制
がとれずに欧米からのオファーに答えられず度々断
っている。ニュージーランドで6年間英語ガイドを務
めた方でも資格取得に3年かかったそうです。何故そ
こまで難しくするのか不思議です。高いハードルに
昨年の受験者数は5年前の半分しかなかったそうで
す。訪日外国人は24%増えているにも拘わらず受け
入れ体制は心許ない状態。資格試験に合格しなけれ
ば仕事に就けない｢独占資格｣は、医師・パイロッ
ト・弁護士等、命や財産に関わる資格が殆どです。
通訳案内士は1949年に制度が開始し、65年たってい
ますが未だに内容は同じだそうです｡17,000人弱の登
録者の内6割が首都圏だそうです。ガイド不足を解消



東京東村山ロータリークラブ

■出席報告 石山会員

■ガバナー事務所：
・ＲＩ理事会承認＜クラブ会費請求の簡略化＞について
　2015年1月より各クラブ役員・会員数などのオンラ
　インシステムを利用した登録手続きのお願い
　→当クラブは手続きが完了しております。
・(再送)2014～15年度目標設定のお願いについて
　｢ロータリーセントラル｣より9月末までにＲ財団寄
　付目標の登録を。
・2013～14年度地区会計決算報告書の受理について
■青少年交換委員会：
　第49期派遣学生(2013年夏派遣)の帰国報告会及び来
　日学生との合同歓迎会
　9月28日(日)　14:30～
　於　国立オリンピック記念青少年総合センター
■国際ロータリー日本事務局：
　2014年9月のロータリーレート　1ドル102円
■ロータリー日本事務局：
　Ｐ･Ｈ･Ｆ賞状とピンの受理　北久保隆一 会員
■東京青梅ロータリークラブ：
　Ｉ･Ｍ案内とクラブ役員の来訪について
　8月28日(木)
　来訪予定者：塩野幹事・原嶋ＩＭ実行委員長
　　　　　　　清水副会長
　リーフレット：メールボックスへ

■東京江東ロータリークラブ：
　東京江東ＲＣから全国34地区のクラブへのアンケー
　トの受理
　鈴木ガバナーの下、次世代につながるロータリー
　クラブの基礎資料となるアンケートの実施。アン
　ケートの事務局を東京江東ＲＣに。
　→アンケート内容が多岐にわたりますので会長へ
　　メール転送
■ロータリー文庫運営委員会：
　｢資料目録－総括ダイジェスト版－1998～2013｣の受理
■インターアクトスポンサークラブ(東京リバーサイ
　ドＲＣ)：
　未提唱クラブ協力金の礼状の受理について
■社会奉仕委員会：
　東北被災地視察旅行の案内について
　東北地区被災地視察計画
　10月10日(金)～12日(日)　予算68,500円～74,500円
　地区内ロータリアン対象
■訃報：
　那覇西ＲＣ　松島寛容 会員(1992～93年度ガバナー)
　8月12日逝去
■例会変更：
　所沢中央ＲＣ　9/1(月)→ガバナー補佐訪問　他
■回覧：
・ハイライトよねやま
・東村山市国際友好協会　人と人

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

27 22 0 3 88.00
■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：92.31％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：理事会　　　中丸会員：理事会
　野崎会員：地区米山　　戸澤会員：分区連絡会

西河クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■令夫人誕生祝月：
　中丸会員

しないと受け入れ体制も整わないでしょう。その他
にも｢トイレを4つ設置しないと宿泊施設として認め
ません｣と各地の保健所で言われます。古民家に宿泊
することを目的に訪日する外国人も多いと聞きま
す。旅館業法と条例で宿泊施設は、｢適当な数の大便
器と小便器｣や｢玄関の帳場｣が必要です｡古民家では
大改修になってしまいます。旅館業法を作った厚生
労働省は、所轄する衛生管理には熱心だが、観光へ
の関心は低いようです｡最近国家戦略特区に限り、古
民家を宿泊施設と認めましたが、宿泊日数は1週間以
上出という厳しい内容。更に現在では、この特区が
増えて大都市の空き物件を臨時に利用しようとして
います｡保健所、消防署はどのように対応するのでし
ょうか｡我々旅館業は厳しい規制の中で営業していま
すが、突然空きマンションやアパートに外国人が入
居する事が可能となります。業界では反対の意思を
特区の責任者に陳情しています。犯罪の温床になり
かねない事と衛生面です。最近の政治は早い結果を
求めて、何でもありに近い状況を演出している様に
見えます。ちなみに東京での特区は、千代田区・中
央区・港区・新宿区・文京区・江東区・品川区・大
田区・渋谷区の9区ですが、新たにもう2区指定され
るとの事です。

■幹事報告 田中幹事



東京東村山ロータリークラブ

■幹事：塩野　敦巳 様
　東村山ロータリークラブの皆様改めましてこんにち
は。日頃は数野ガバナー補佐・小峰分区幹事が大変お

■お客様挨拶

本日のニコニコ合計：   74,000円
　　累　　　計　　：  437,000円

◆東京青梅ロータリークラブ：
　　　　　　今年度Ｉ･Ｍの開催のお願いでお伺い致
　　　　　　しました。一生懸命準備を進めておりま
　　　　　　す。どうぞ皆様のご協力で素晴らしいＩ･Ｍ
　　　　　　となりますよう、宜しくお願い致します｡
◆東京青梅ＲＣ　塩野様：
　　　　　　8月2日の長岡花火大会移動例会では樺澤
　　　　　　さんをはじめ7名の方々にお世話になり､
　　　　　　天候にも恵まれて最高の例会となりまし
　　　　　　た。ありがとうございました。
◆武蔵村山ＲＣ　田中様：
　　　　　　本日は若手を初メークアップに連れてま
　　　　　　いりました。ご指導を宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
◆赤木会長：今日と明日、東村山市の監査委員として
　　　　　　全国都市監査委員会の総会、研修会参加
　　　　　　の為、熊本に来ています。本日、当クラ
　　　　　　ブにご来訪下さいましたロータリアンの
　　　　　　皆様、ようこそおいで戴きました。野村
　　　　　　パスト会長、今日はよろしくお願い致し
　　　　　　ます。小町パスト会長、今日の卓話よろ
　　　　　　しくお願い致します。
◆野村会長代行、田中幹事：
　　　　　　本日、赤木会長出張の為、私が務めます｡
　　　　　　青梅ＲＣの皆様、ＩＭのご案内との事、
　　　　　　ご苦労様です。武蔵村山の皆様、メイク
　　　　　　アップとの事。楽しんで下さい。先日の
　　　　　　家族親睦例会お疲れ様でした。
◆田中幹事：東京青梅ＲＣ、東京武蔵村山ＲＣの皆様､
　　　　　　お世話様です。ようこそ東村山へ。9/5
　　　　　　分区のゴルフ大会です。選手の皆様、後
　　　　　　一週間あります。これから毎日の素振り､
　　　　　　アプローチ練習、パットの練習お願いし
　　　　　　ます。平成26年度クラチャン予選会、5位
　　　　　　通過しました。連覇目指してマッチ勝ち
　　　　　　上がります。期待して下さい。
◆野澤会員：私のお世話になった多くのメンバー、よ
　　　　　　うこそおいで下さいました。
◆小町会員：先日の家族親睦移動例会、飯田委員長楽
　　　　　　しい企画でご苦労様でした。本日はつた
　　　　　　ない卓話をさせて頂きます。辛口になら
　　　　　　ないよう頑張ります。
◆飯田会員：夏の家族親睦移動例会では、大変多くの
　　　　　　皆様にご参加頂き、ありがとうございま
　　　　　　した。お陰様で長時間の長旅、ケガ人も
　　　　　　なく無事終了しました。次回のクリスマ

　　　　　　ス親睦例会では今回以上の盛り沢山の企
　　　　　　画を用意していますので、皆様のご家族
　　　　　　をお誘いの上、ご参加よろしくお願い致
　　　　　　します。日時は12月13日(土)6時～。場所
　　　　　　は所沢ベルヴィ ザ・グランです。
◆當麻会員：青梅ＲＣ原嶋様、志水様、塩野様、武蔵
　　　　　　村山ＲＣ田中様、志久田様、木内様、よ
　　　　　　うこそいらっしゃいました。
◆嶋田会員：青梅ロータリークラブの皆さんご苦労様
　　　　　　です。ＩＭの勢会をお祈りいたします。
　　　　　　武蔵村山ロータリークラブの皆さん、Ｆ
　　　　　　ＲＣ頑張って下さい。
◆戸澤会員：本日は大勢のお客様においできただきあ
　　　　　　りがとうございます。小町さん、今日の
　　　　　　卓話期待しています。
◆野崎会員：ＩＭ原嶋実行委員長を初め、東京青梅ク
　　　　　　ラブの実行委員の皆様、本日はご苦労様
　　　　　　です。また、武蔵村山ＲＣ田中パスト会
　　　　　　長を初め、メーキャップありがとうござ
　　　　　　います。ゆっくりおくつろぎ下さい。
◆北久保会員：
　　　　　　お客様の原嶋様、志水様、塩野様、田中
　　　　　　様、志久田様、木内様、本日はようこそ
　　　　　　お越し下さいました。ありがとうござい
　　　　　　ます。また、先週の家族移動例会では飯
　　　　　　田クラブ管理委員長とご家族の皆様、大
　　　　　　変お世話になりました。
◆中丸会員：本日は青梅ＲＣ、ＩＭ実行委員長原嶋様､
　　　　　　志水様、塩野様、ようこそおいで下さい
　　　　　　ました。ＩＭ楽しみにしています。武蔵
　　　　　　村山ＲＣ田中様、志久田様、木内様、よ
　　　　　　うこそおいで下さいました。ごゆっくり
　　　　　　して行って下さい。お花ありがとうござ
　　　　　　いました。
◆目時会員：原嶋実行委員長、ＩＭの成功をお祈りし
　　　　　　ます。写真ありがとうございました。

■ポールハリスフェロー
　賞状及びピン受章：
　北久保会員



東京東村山ロータリークラブ

■閉会点鐘：野村直前会長

■委員長報告

■クラブ管理委員会　飯田委員長

■東京武蔵村山ＲＣ：
　田中　信彦様

■東京武蔵村山ＲＣ：木内　敬三様

■東京武蔵村山ＲＣ：
　志久田　陽介様

　先日の夏の家族親睦例会大変多くの皆様にご参加頂
き誠に有難うございました。
　前立腺に優しい例会をテーマに掲げましたが、長時
間のバス旅行になり少々心配をしましたが無事けがも
なく終了することが出来ました。誠に有難うございま
した。
　次回の家族親睦例会は、クリスマス例会です。12月
13日(土)所沢ベルヴィ ザ・グランです。盛り沢山の企画

をご用意させて頂いていますのでご家族お誘いの上ご
参加お願いいたします。

世話になっています。今月の2日に青梅RCで長岡の花火
大会移動例会を行いその際に樺澤先輩に大変お世話に
なりました。天候にも恵まれ大変すばらしい例会が出
来ました事に改めて感謝申し上げます。
　1か月半後のIMには、是非全員出席でお願いいたし
ます。

ロータリーは人生の糧
　職業と家庭そして潤滑油としてロータリーが今の人
生です。
　私は、高校が機械科を卒業しましたが油と機械が嫌
いでした。卒業後公務員勤めをしましたが、建築に携
わる先輩と知り合い方向転換し建築学を学びました。
1969年にパビリオンを手掛けている設計事務所に入り
高度成長期の建築設計開発に携わってきました。
　28歳で結婚3人の子供に恵まれ33歳で独立し楽しい生
活を過ごしています。その間青年会議所・ロータリー
と素晴らしい友人と出会い育てて頂いたことに大変感
謝申しあげます。
　本日は、私の職業を紹介させていただきます。そして
今の社会状況とロータリーの会員の動向も見て頂きま
す。2年後は、50周年を迎え赤木会長も力を入れていま
す。地域にあった奉仕を考え少子高齢化、若い方に楽し
い人生を送って頂けるように意義のあるクラブをＰＲし
ワークショップ等で是非練って頂ければ幸いです。
　友人が所属する2570地区城南RCでは、創立時に月2回
朝例会を行いましたがＲＩより訂正され夜2回、昼2回
に変更、夜はコーヒーのみだそうです。ロータリーの
軸は崩さずにフレキシブルな運営を行っているようで
す。本年度は、女性会長で(学び・遊び・生きる)をスロ
ーガンに37名の若い会員(10年で21名・3年未満11名)が
増えています。
　ダーウィンの(種の起源)の中で地球上の生き物全て
は、生き残るチャンスを求め進化し最も強く賢い生き
物が残れるのではなく最も変化に対応した物が生き残
れるのです。ロータリーは、倫理運動でありますから
ロータリークラブは、ロータリアンに奉仕の心を授け
るところで心を育てるところです。ロータリーは、学
校のような物で例会・自己研鑚・切磋琢磨をします。
結果ロータリアンの人格が向上しエネルギーが社会全
般に放流されるというのがロータリーの基本的な考え
です。
　本日は、ご清聴誠に有難うございました

■卓話

■卓話者紹介：
　野崎パスト会長

■卓話者：
　小町パスト会長

■IM実行委員長：原嶋　和利様
　久しぶりに東村山RCの例会場にお伺いさせて頂き大
変良かったと思います。
　今年度のIMのテーマは、字灯明・法灯明とさせて頂
いております。何故このようなテーマになったのか？
それは、今年度のロータリーのテーマはロータリーに
輝きを！を確りと表現するためです。今まで以上にロ
ータリアン自ら1人1人が輝ければ結果としてクラブが
輝くだろう。即ちロータリアン自らが字灯明、ロータ
リークラブが法灯明こんなことです。
　合同例会の後IMに入ります。基調講演は、東京・メ
キシコオリンピックでゴールドメダリストに輝いた三
宅義信先生をお呼びしています。ロータリアン以外の
方からロータリアンがどの様に映っているか？こんな
お話が聞けるのではないでしょうか？
　その後テーブルディスカッションを企画いたしまし
た。結論は求めずに最後は、各会長から発表させてい
ただきます。
　お忙しい中、是非とも100%で宜しくお願い致します｡

■IM副実行委員長　志水　守様
　東村山ロータリークラブには、初めてお伺いさせて
頂きました。1977年にJCで理事長をなさっていました
野澤秀夫先輩がいますが私は次年度の青梅の理事長を
させていただきました。東村山RCの鏡である野澤先輩
に恥じないようメンバー一同力合わせてIMに向けて頑
張って行きます。


