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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：山本会員

■幹事報告 飯田幹事

■会長報告 戸澤会長

■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：
　野澤(厚)会員

■補助金委員会(ガバナー事務所)：
　2016～17年度ロータリー財団地区補助金プロジェ
　クト候補として地区推薦のお知らせについて
　本部申請の決定。承認された場合の支援総額40万円。
　2016年7月に判明の見込み。

■ロータリー財団委員会：
　[沖縄]地区ロータリー財団セミナー
　2016年2月2日(火)　15:00～
　於　ホテル日航那覇グランドキャッスル

■東村山市商工会：
　新年賀詞交歓会の案内の受理

　東京西北ロータリークラブの福田紘一様でござい
ます。噂によると東京東村山ロータリークラブに入
会予定だったそうですが、西北ＲＣさんにお入りに
なられました。気が変わりましたらいつでも移動が
可能ですのでよろしくお願いします。ありがとうご
ざいました。

　福田紘一様、ようこそお越しいただきありがとう
ございました。
　年の瀬になって交通事故も多いです。きょう、
はっとしたのですが、年寄りが歩いて来るのですね。
信号を守ってお互いに気をつけましょう。

■お客様紹介：
　野澤パスト会長
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◆東京西北ＲＣ福田紘一様：お世話になります。
◆戸澤会長・飯田幹事：本日上半期最後の例会です。
　上半期ご苦労様でした。下半期もよろしくお願い致
　します。東京西北ＲＣ福田紘一様ようこそお越しく
　ださいました。
◆野澤会員：戸澤年度上半期無事に終了しました。大
　変ご苦労様でした。歩け歩け地区補助金ＯＫとなり
　これもハッピーでした。皆さんと共に良い年を迎え
　たいと思います。
　写真頂きました。ありがとうございました。
◆山本会員：メリークリスマス。会長幹事半年間お疲
　れ様でした。来年も例会運営委員のメンバー一同頑
　張りますので皆様のご協力をよろしくお願い致します｡
◆金子会員：今年もお世話になりました。次年度の各
　委員長さんについては、快くご承諾を頂きまして誠
　にありがとうございました。来年になりましたら、
　正式にご報告させて頂きます。また、副委員長さん
　委員のメンバーにつきましても北久保幹事さんとご
　相談の上決めさせて頂きたいと思っていますので、
　ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。ど
　うぞ良いお年をお迎えください。
◆目時会員：『歩こう会』には、妻がお世話になりあり
　がとうございました。写真、ありがとうございました｡
◆樺澤会員：今年も大変お世話になりました。お蔭様
　で今年は入院しないで過ごせました。写真、ありが
　とうございました。
◆小町会員：山本さん、『歩こう会』の写真、ありがと
　うございました。石山さんにはご迷惑をお掛けしま

　した。地区補助金プロジェクトもお蔭様で地区の推
　薦が正式に決まりまして、ほっとしております。
◆中丸会員：戸澤会長・飯田幹事、上半期の運営ご苦
　労様でした。そしてお世話になりました。下半期も
　よろしくお願い致します。
◆野村会員：心配していた長男の就職が農林中央金庫
　に決まり、三男は樺澤さん、野﨑さん、金子さん、石
　山さんの後輩として中央大学政治学部に決まりまし
　た。あとは、二男、三男の学費を稼がねば。
◆赤木会員：戸澤会長・飯田幹事、半年間ご苦労様で
　した。残りあと半年。頑張ってください。
◆田中会員：福田さん、ようこそ。お待ちしておりま
　した。小金井ＣＣでの対抗戦、楽しみに待っていま
　す。ゴルフ絶好調になりました。研修会コンビで、
　べスグロ、38、38。同年代で 50 ヤードはおいていっ
　てバーデイー数も増えました。パットは五郎丸選手
　と同じルーティーンと似ていると褒められました。
　写真、ありがとうございました。
◆北久保会員：メリークリスマス。一年最後の例会。
　〆にうどん。事務局のセンスの良さを感じます。会
　員皆さまには一年間本当にお世話になりました。あ
　りがとうございました。新年もどうぞよろしくご指
　導をお願い致します。皆様どうぞ良いお年をお迎え
　下さい。
◆村越会員：北久保さん、写真を撮って頂くので、お
　礼を込めて入れさせて頂きます。ロータリーの食事
　で残ったおうどんを持って帰るので感謝して入れさ
　せて頂きました。娘がうどんを好きなので。ありが
　とうございました。
◆岩原会員：メリークリスマス。『歩こう会』の際はあ
　りがとうございました。

石山会員■ニコニコＢＯＸ

本日のニコニコ合計：      34,000円
　　累　　　計　　：    604,000円

■委員長報告

■北久保クラブ管理
　委員長：

■野村職業奉仕委員長：

①『新年例会』は、１月７日（木）午後６時半の点鐘です。
　割烹『あづま』です。
②『宜野湾ＲＣ創立５０周年式典』参加に伴う家族親睦
　旅行については、ご入金を頂き始めております。あり
　がとうございました。１月７日（木）からは、キャンセ
　ルや変更の料金が発生しますので、ご留意願います。
　どうぞよろしくお願い致します。

■出席報告 岩原会員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 24 0 5 82.76

　2016年1月27日(水)　17:30～
　於　サンパルネ

■例会変更：
　所沢中央ＲＣ　1/4(月)→例会取消　他

■回覧：所沢中央ＲＣ週報
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　１月は『職業奉仕月間』ということで、１４日は野澤秀
夫会員の卓話をして頂きますのでよろしくお願い致しま
す。そして、２１日は、奨学生広沢智紀さんが卓話をして
くれます。皆様ぜひご出席ください。

■小町プロジェクト委員長：

①先週、『歩こう会』の報告を野澤秀夫さんにして頂きま
　した。久しぶりの開催で素晴らしかったのですが、い
　ろいろ石山さんにはご迷惑を掛けて申し訳ありません
　でした。初めて出席して頂きましたかたが何人かい
　らっしゃるのですが、特に嬉しかったのは目時さんの
　奥様。本当にありがとうございました。『これからは
　ずーと出ますよ』と約束してくれました。ご家族には、
　了解はとってありますということでありますのでよろし
　くお願い致します。
②『地区補助金プロジェクト』ということで、石山社会奉
　仕委員長と面談に行ってきました。何点かの修正があ
　りましたが、當麻委員長のご尽力もありまして、無事
　に、地区のプロジェクト候補として財団本部へ申請さ
　れることとなりました。正式な本部から回答が７月に
　あります。１０月頃に実行の運びになる予定です。そ
　の節には皆様のご協力をどうぞよろしくお願い致します｡

■田中国際奉仕委員長：

　『ソウル国際』には１４名参加予定。東大和ＲＣさんが
１４名。皆様のご協力をよろしくお願い致します。報道
でもご存知のことと思いますが、日本と韓国は今、雪解
けになってきている。折角のチャンスです。日本と韓国
が仲良くなるように。また、自分の事業も発展するよう
にしていきたいと思います。くれぐれもよろしくお願い致
します。

■當麻ロータリー財団
　委員長：

　12月14日に最後の財団委員会がガバナー事務所で
ありました。そのあと、銀座で忘年会を行いました。守
屋補助金委員長（今年度で退任・４年目）が、プロジェ
クト関係。特にガバナー事務所の安井さんにはご尽力を
頂きました。東京東村山ロータリークラブさんは優秀な
資料になっているというお褒めの言葉を頂きました。

2580 地区の推薦ということなので、かなり高い確率で
通っているということです。７月に正式な回答がきま
す。それまでは、動かないように。財団は３年委員会。
浅香委員長が財団委員長。次年度の委員長は、水野パ
ストガバナーになる予定。

　今年 4月に赤木直前会長より、会長指名を受け 2度
目の会長をやる事になりました、決まったのが 4月だっ
た為、理事役員と例会プログラムをそのまま引き継ぎ、
会長職をする事になりました、11年前に 38 代目の会長
の時は 1年半前からある意味でトレーニングの期間があ
り、心の準備があったのですが、今回はすぐスタートし
てあっという間に半年が終わった感があります。
　振り返って手帳を見ていたら、4月のスケジュール。1
日（水）『たきび』で理事役員会。2日（木）例会。3日
（金）西武園でゴルフコンペ。4日（土）菊水亭で桜見の
会の幹事として参加。5日（日）御岳山宿坊で新旧多摩
分区、分区連絡会に出席。
　このようにこの辺りから次年度のいろんな行事があ
り、忙しい毎日でした。そして７月2日第一例会が始ま
りました。お客様で細渕名誉会員、櫻井パストガバ
ナー、西村パストガバナー補佐においでいただき、激
励。100 パーセント出席でスタートさせていただきまし
た。本当に感激しました。第一例会でニコニコ、皆さん
に大勢入れていただき、１日で105,000 円でした。あり
がとうございました。
　7、８月は淡 と々例会をこなして、９月3日のガバナー
公式訪問。鈴木喬ガバナーと坂田地区幹事は７年前に
目時ガバナー補佐の時、分区幹事として一年間一緒で、
毎月のように会っていましたので、緊張しましたが無事
に終わる事が出来ました。
　次に上半期の行事の野崎ガバナー補佐、町田分区幹
事主催のＩＭです、当日、昭和館で打合せの時に町田
分区幹事から、会長・幹事挨拶及びお客様紹介は、5
分間で終わらせてほしいと云われて、それは何とか、5
分以内で終わらせたのですが、島田解説委員の卓話が
おわり、卓話者への質問で時間がとられました。また、
テーブルデスカッションで時間が大きく遅れていました。
急きょ幹事と相談して、会長、幹事の報告を手短にして
終わることにしました。予定より終了時間が遅れました
が、良いＩＭになったと思います。帰るときに青梅ロータ
リーの岩尾さんに今日のＩＭ良かったよと声をかけてい
ただきました。
　その後は 11月の『市民産業祭り』。石山委員長が張
り切って準備をしていました、折角準備をして当日無残
にも雨でした。皆懸命に綿菓子を作ったり、輪投げを
やったりして２日間で10万円を超えたそうです。

　半年を振り返ってみて、相羽さんと飯田さんで考えた
親睦を深めるために毎月の最終の木曜日に夜間例会を
やりたいとの想いを引き継いで、8月久米川『寿蘭』、9
月久米川『も暖亭』　10月 22日は IM、11月19日に宜
野湾の白間さんと宮城さんが 50 周年の案内にきたので
急きょ『弥左衛門』で歓迎会を開いた。翌週の木曜日に

■司会：飯田幹事

■『上半期を顧みて』：戸澤会長

■クラブ協議会
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■閉会点鐘：戸澤会長

また、弥左衛門で夜間例会、翌週の12月 5日がクリス
マス夜間例会と理事会で決めてはおりましたが、たまた
ま3週間夜間例会が続きました事、お詫びいたします。
今年はゴルフもやると決めていたので、忙しかったので
すが、年間 30 回ほどやりました。やると決めれば意外
と出来るものです。

　また別の話ですが、私はロータリーに入会して 23 年
になります、私の会社の仕入れ先で中国人の日本名、吉
田宗泰という方がいます、この方は 30 年前に日本の東
大に留学生として来て、東大を卒業後、東大の農学博士
として、講師をしていました、その頃に奥さんも東大に
留学生として来ており、講師の時に結婚し、今は田無に
会社事務所と住まいがあります。長女はアメリカのロス
の大学へ留学していて大学 3 年生、長男は開成高校に
入学して、今は 2 年生かな？優秀な一家です。
　15 年くらい前に中国にお兄さんが 4人いて、長男は共
産党の幹部をしており、下の3人のお兄さんが中国で野
菜の工場をやっていた時に、中国の玉葱を輸入したので
買って欲しいという事があり、初めは少しずつ買ってい
たのですが、彼も会社を始めたばかりで、資金がないの
で、最初の何年かは資金的に援助をして取引していまし
た。今では月に1,500 万から2,000 万円の取引がありま
す。5 年くらい前に奥さんも一緒に日本に帰化して今は
日本人です。
　この方が或る時にロータリーに入会したいと相談があ
り、目時さんと小平ロータリーの西村パストガバナー補
佐に立ち会っていただき、3 年前に田無ロータリーにご
紹介し入会して頂きました。吉田ガバナーノミニーの時
でした。


