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今年度会長テーマ

第2372回例会 2015.9.17

ロータリーでハッピーライフ！

世界への
プレゼントに
なろう

世界への
プレゼントに
なろう

■点鐘：戸澤会長

■司会：
　山本例会運営委員長

■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

■会長報告 戸澤会長

　今年はお盆明けから雨の日が多い。野菜にも影響
している。仕事で雲南省に行くが、中国では偽物が
横行。子供が観光地で物売りに来る。しつこく言わ
れ、ロッレクスの時計を購入。しばらくしたら止
まっていた。また、様々なものに日本の登録商標を
無断で使用していた。今、食品では検査をして通っ
たものしか輸入されていない。スマホも偽物を作り
年間24億円売り上げた。しかし、こうした偽物でも
次第に性能が良くなり日本製品が抜かれている。

■ガバナー事務所：
　ロータリー研究会・予告の受理について
　2015年12月1日(火)～4日(金)
　於　ホテルグランパシフィック　　登録料：3万円
　(正式案内は後日とのこと)
■職業奉仕委員会：
　2015～16年度第2580地区第2回地区職業奉仕セミナー
　｢渋沢栄一の今日的役割を考える｣開催の案内について
　2015年11月24日(火)　15:00～
　於　ハイアットリージェンシー東京
■社会奉仕委員会：
　社会奉仕活動アンケートのお願いについて
　回答期日　10/9(金)
■ロータリー財団委員会：
　地区ロータリー財団委員会と忘年会の案内について
　2015年12月14日(月)　16:00～
　於　ガバナー事務所
■国際奉仕委員会、日韓友好特別委員会：
　韓国・第3650地区プロジェクトの紹介の受理
　事業名：前立腺疾患無料検診及び健康講座
　期　間：2015年10月23日(金)～24日(土)
■クラブ奉仕委員会：
　多摩分区内会長・クラブ奉仕委員長会議の案内に
　ついて
　2015年10月29日(木)　16:00～
　於　立川グランドホテル
■東京武蔵野ＲＣ：
　武蔵野分区インターシティー・ミーティング開催

■幹事報告 飯田幹事



東京東村山ロータリークラブ

・先日バギオ協議委員会に出席。第５期の留学生男子
　学生２名。沖縄で７月から語学研修スタート。来年１
　月からは石川学園で調理の勉強をする。
・バギオ訪問、来年２月11日から４日間。これまでと異な
　る点は、往復バス利用から、往路だけは航空機、復路
　はバス利用に。私は20歳になった二男と行く予定。
・職業奉仕セミナーは是非勉強したいと思う。

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 29 0 0 100

■出席報告 岩原会員

◆戸澤会長・飯田幹事：今日の卓話で、IMの進め方や
　役割分担について打ち合わせをよろしくお願いしま
　す。来週は八坂神社の夜間例会です。お間違えの無
　いようによろしくお願いします。
◆戸澤会長：ゴルフで、この一年中々100を切れなかっ
　たのですが、先週西武園の月例で99回、11日のTRC
　で95回、きのうの相羽建設のコンペは95回で優勝し
　ました。賞品に新潟のコシヒカリ10キロを頂きまし
　た。いつ優勝したのが分からないくらい久しぶりで
　した。
◆野澤会員：田中さんTRC優勝おめでとうございます｡
　次は多摩分区です。次は私が優勝できるように頑張
　ります。きのうは戸澤会長が優勝しました。いよい
　よわがクラブも活気づいてきましたね。増強も活気
　づいてください。
◆荻野会員：戸澤会長、水曜会ゴルフ優勝おめでとう
　ございます。会員増強もよろしくお願いします。
◆野村会員：小町幸生IM実行委員会委員長、何も手伝
　えなくて申し訳ありません。
◆岩原会員：TRCゴルフコンペお疲れ様でした。ホス
　トクラブとしてダントツ優勝、良かったです。田中

　さん優勝おめでとうございます。全然貢献できなく
　て申し訳ありませんでした。飯田幹事写真ありがと
　うございました。
◆大仁田会員：写真ありがとうございました。
◆赤木会員：きのうおじさんオバサン方総勢100名で、
　宝塚雪組の公演にいってきました。若い人の力をい
　っぱい貰ってきました。

西川会員■ニコニコＢＯＸ

本日のニコニコ合計：      24,000円
　　累　　　計　　：    338,000円

■委員長報告

■野村バギオ基金地区委員：

・今年度は10月が米山奨学会月間になっている。
・マルチプル（一口10万円）、今年度野澤秀夫会員が
　500円玉を缶に入れて、そのあと野﨑会員（９回目）か
　ら頂きました。その後、私も一口寄付させて頂きまし
　た。先週、當麻会員から二口寄付して頂きました。来
　月８日に当クラブに委員長がお越し下さるので、それま
　でに皆さんのご協力をお願いしたい。
　また、毎月の積立も可能です。来週からお願いします｡

■相羽米山奨学会委員長：

■皆出席：
　野﨑会員（26回目）

　｢東村山歩こう会ハッピーライフ支援プロジェクト（健
康年齢を引き上げ医療費の削減を）」実施することは決
まり、その申請書にガバナー事務所からご指摘を頂いた
箇所について、本日10時から小委員会を開催。意見を持
ち寄った結果なかなか良いものができました。このあ

■石山プロジェクト委員会：

　の案内の受理
　2015年11月18日(水)　14:00～
　於　吉祥寺第一ホテル
■回覧：ハイライトよねやま
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・日程については、ガバナーとの調整による。
・内容については、講演者島田敏夫解説委員の所へ打ち
　合わせに行った。演題は『日本政治の今日・明日（きょ
　うあした）』。なぜこのテーマを選んだかと言えば、私
　が入会した頃は会員が 60 余名いた。金融関係、コメ
　屋、酒店などの業種の方が退会していった。政治の方
　から、今後の少子化のことや多摩地区のこと等を語っ
　て欲しいと考えた。氏は中央大学の多摩校舎で４年
　間過ごしている。更に米山記念館で卓話もされてい
　る。ロータリーに対する理解もおありになる。質問
　時間も 20分設けている。さばきの早い方なので 15名
　から 20 名の質問にお答えになれそう。
・年度の RI 会長、K. R. ラビンドラン RI 会長がテーマ
　として“Be a gift to the world”（世界へのプレゼント
　になろう）を発表している。個人で活動するのが原則
　ですが、クラブを強化して更に奉仕活動を活発化させ
　て頂きたい。
・ディスカッションについては、12 テーブル。各テーブ
　ル 10 名程度。進行役、筆記者、報告者（各クラブの会
　長幹事さん）配置。
・戸澤会長飯田幹事に了承をもらい、東京東大和ロータ
　リークラブに応援をお願いしている。
・慣れている筈なのに横断幕の文字の記載が違っていた
　り、席次の決め方、名札の不足等が出ることもあるの
　で、責任者の基で確認しながら動いて欲しい。
・ひと月余りになりました。格段のご協力をお願い致し
　ます。

　多摩分区分区幹事：町田　清二
　クラブ会長：戸澤　　忠
　クラブ幹事：飯田　能士
　実行委員長：小町　幸生
　実行副委員長：中丸　繁男
　　　副委員長：石山　　敬
　顧　　　　問：目時　俊一
　相　 談　 役：樺澤　襄、嶋田憲三、野澤秀夫

●登録は、全員登録。全員で 205 名。
●会場：合同例会・基調講演は同じ。そのあと、別室（円
　卓）でディスカッション、同会場にて休憩後、懇親会
　（余興）開催。
●令夫人の多くのご出席を宜しくお願い致します。
●10月 15日の例会で、再度詳細を確認させて頂きます。
●東村山駅～会場：送迎バスの往路は 2便用意します。

・組織表（案）を確認してください。
●全体的な組織。
　多摩分区ガバナー補佐：野崎　一重

多摩分区 IMについて
10月 22 日（木）の IM。『実行委員会組織（案）』を配布。

■卓話者：
　小町IM実行委員会委員長

■卓話者：
　野崎多摩分区ガバナー補佐

■昭和館：池谷氏参加

■卓話

と、私が連休中に清書して、戸澤会長と金子次年度会長
の直筆署名を頂いた後、ガバナー事務所へ提出すること
に決まりました。
　小町幸生継続事業プロジェクト委員長に大変ご尽力
を頂きました。ありがとうございました。
　申請書が通れば、2016年の10月にこのプロジェクトを
実行することになる予定で進行していますので、皆様よ
ろしくお願いします。

【案】
担　当
総　務

登　録
受　付

救　護
記　録

報告書（300冊）
写真記録
来客接待
講師接待
会場設営

夫人担当
懇親会

会　計

責任者
當麻　誠

金子哲男
相羽　正

野澤厚子
野村高章
岩原　隆
山本智治
野澤秀夫
樺澤　襄
田中重義

隅屋宜一
北久保隆一

赤木盛一

委　員
西河博史
大仁田隆義

目時俊一
岩原　隆
赤木盛一

村田秀雄

野澤厚子
嶋田憲三
中條基成
清水敬量
岩原　隆

荻野　昇
村越政光

内　容
案内書の印刷・プログ
ラムの印刷
持込もの（RC旗・小鐘・
バナー・指揮棒）
登録
受付（来賓・名札・リボン）

救護の場所
行事の記録・記念誌の作成

登壇者・発言者・会場の写真
来客者接待・懇親会対応者も兼
講師の接待・案内
案内板・ホテル玄関・会場
案内・受付場所指示板・クラ
ブ着席場所ロータリーマー
ク掲示
合同例会
テーブルディスカッション
パーティー会場設営・案内・
ホテル入口・２、３階受付前

懇親会掲示板
懇親会の案内（料理・飲み物）
入金確認・支払・決算書（領収書）
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■閉会点鐘：戸澤会長


