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今年度会長テーマ

第2409回例会 2016.7.7

ありがとう50周年！ ひとり・ひとりが主人公

人類に奉仕する
ロータリー

■司会：
　中丸例会運営委員長

■国歌：君が代
■合唱：ロータリーソング｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：村田会員

■点鐘：金子会長

■会長報告 金子会長

　昨日第一回の理事会・役
員会が有りました。その前
に小町総括・野澤委員長
のプロジェクトの会合が有
り日程も決まりました。
　2015年～16年の決算報
告と了承。それを受けて今
年度の予算案を審議し理
事会でご承認頂きました。心の東京協議会・東村山社協
(2万円を1万円)・国際友好協会の賛助金を承認。イン
ターアクト年次大会の未提唱クラブなので3万円支払う。
當麻プログラム委員長より提出されたプログラム（休会
日等）の変更の承認。特別会費の5000円を承認。市民
産業祭りはプロジェクト事業に集中するため今年度は参
加を見送ります。

　細渕一男名誉会員、石川彌八郎ガバナー補佐、加羽澤光
輝分区幹事を迎え会員の記念撮影を行いました。その後会
員の健康と安全を祈願して八坂神社の野口宮司よりお祓いを
受けました。

　例会開会の前に戸澤直前
会長から金子新会長に木槌
の授与並びに会長バッジが
金子新会長の襟に付けられ
ました。飯田直前幹事から簿
冊一式が北久保新幹事に手
渡されました。

■会長・幹事伝承式：

　先程野口宮司様に安全祈
願と健康祈願をして頂きまし
て新しい年を迎えました。新し
い年は50周年を迎える大事
な年でございます。このクラブ
がますます活発になって素晴
らしい年になることをお祈り致します。お客様は多摩分区ガバ
ナー補佐石川彌八郎様、多摩分区幹事加羽澤光輝様、当ク
ラブの名誉会員の細渕一男様です。

■お客様紹介：
　野崎直前ガバナー補佐

■ガバナー事務所：地区補
助金プロジェクトの申請
受付開始

■ロータリー財団補助金奨
学生募集開始

■職場体験インターシップ
委員会から中学生の職

■幹事報告 北久保幹事
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場体験、高校生のインターシップについて。
■国際奉仕委員会より16年－17年度の報告の受理
■ロータリー米山記念奨学会16年度上半期の寄付金の
お願い

■多摩分区分担金納付のお願い
■クラブ奉仕委員会ロータリアン卓話者リストの受理

在籍会員：29 名
出　　席：26 名
出　席　率：92.86％
前々回修正：85.19％

■出席報告 野澤厚子会員

田中会員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　野澤（秀）会員（21回目）
　町田会員（20回目）

◆石川ガバナー補佐、加羽
澤分区幹事：1年間よろ
しくお願い致します。
◆細渕名誉会員：戸澤会
長、飯田幹事ご苦労様で
した。金子新会長、北久
保新幹事ご努力されて
下さい。
◆金子会長、北久保幹事：伝統と名誉ある東京東村山
RCの創立50周年記念の節目に大役を頂きました。
◆隅屋会員：新任の金子哲男会長、これから「50周年丸」
をガンガン引っ張って下さい。
◆野崎会員：石川G補佐、加羽澤分区幹事、よろしくお願
いします。細渕名誉会員ご出席ありがとうございます。
◆目時会員：金子会長、北久保幹事、一年間頑張って下
さい。
◆野澤（秀）会員：記念すべき50周年を乗り切りましょう。
◆當麻会員：金子会長、北久保幹事、1年（50周年）よろし
くお願いします。
◆戸澤会員：昨日西武園でゴルフをしました。会長の時は
100を切れませんでしたが、気楽になったら96回で廻れ
ました。
◆樺澤会員：皆様よろしくお願い致します。
◆町田会員：創立50周年を記念する節目の年度の「金子
丸」の操舵を期待しています。
◆中丸会員：本日より「金子丸」出航です。頑張って下さい。
◆小町会員：「金子丸」全会員でゆっくり“ろ”をこぎましょう。
◆石山会員、岩原会員：クラブ奉仕委員長、クラブ管理委
員長として微力ながら頑張ります！
◆田中会員：素晴らしい門出になり感謝申し上げます。
◆嶋田会員：会長・幹事、一年間頑張ってください。細渕
名誉会員、今年もお世話になります。
◆戸澤会員、飯田会員：会長、幹事、1年間頑張って下さい。
◆山本会員：細渕名誉会員、石川G補佐、加羽澤分区幹
事、1年間よろしくご指導下さい。
◆清水会員：本年度もよろしくお願いいたします。
◆赤木会員：戸澤前会長、飯田前幹事、一年間大変お疲
れ様でした。
◆相羽会員：1年間お世話になります。よろしくお願い致し
ます。
◆野村会員：G補佐、分区幹事、細渕名誉会員ようこそ。
金子会長、北久保幹事、今年1年頑張りましょう。
◆村田会員：金子会長、北久保幹事、よろしくお願いします。

●合計147000円　　●累計147000円

■石川彌八郎多摩分区
　ガバナー補佐：

■お客様ご挨拶

　多摩分区のＩＭの出席率
がずば抜けて高いのは年６
回の分区連絡会のお蔭。ク
ラブ間親睦と言う言葉で表
現します。ガバナー補佐とし
てクラブ間親睦をより上げる
のが務め。ＩＭのテーマは「カントリ―ジェントルマン」。東
京・日本の国の動きをちょっと離れた所から見守りいざとい
うときに地方から日本を助ける。

■加羽澤分区幹事：

　石川ガバナー補佐の補佐
として一年間頑張りますので
よろしくお願い致します。

■細渕名誉会員：

　第一例会委に声をかけて
頂きありがとうございます。
石川ガバナー補佐と加羽澤
分区幹事の力強い言葉を聞
き頼もしく思います。金子会
長・北久保幹事を中心に50
周年大いに頑張って頂けるとありがたい。

■会員誕生祝月：
　北久保会員

■令夫人誕生祝月：
　隅屋会員、赤木会員
　樺澤会員、村田会員
　北久保会員
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■委員長報告
■小町社会奉仕委員長：
　50周年の記念事業プロジェクトが承認されて、委員長が野
澤さん、総括が小町さん。11月23日に実施。

■金子会長：
　目時実行委員長、戸澤、山本副実行委員長を中心にした
『50周年記念式典関係事業』。小町総括、野澤委員長を中心
に50周年を記念した『プロジェクト事業』。石山氏、北久保氏、
中條氏のご家族を中心とした『青少年交換事業』。3本の柱を
中心に会員相互のそれぞれの役割分担の中でチームワーク
を組んで諸事業に取り組むことが大切になってきます。皆さん
で力を合わせて50周年丸を航行していきたい。夜間例会はこ
の日に夜間例会をやるとは決めてない。各委員長さんを中心
にご希望がございましたら臨機応変に対応させて頂きます。
入会の浅い会員の方に「入会して3年を経過して」などのタイ
トルで15分ほどの卓話をお願いしたい。職業奉仕と研賛はあ
まり重要視されてないようですが会員相互の職業が相違して
いる以上、そこには会員各位の職業に対する基本的な考え
方も相違している面もあると思います。そのような事実につい
ていわば身近でわかりやすく体感できると言う事は極めて有
用なことではないかと思います。『ありがとう50周年！ひとりひとり
が主人公・・』これがすべて。本当にすべてです。みんなで力を
合わせて汗かいて楽しんでよかったなとするのが望みです。

　9月１日は上山昭治ガバナーの公式訪問が有ります。その一
週間前の8月25日に石川ガバナー補佐の公式訪問が有りま
す。皆様全員出席でお願いいたします。

■北久保幹事：
　「ありがとう50周年！ひとりひとりが主人公・・」まさにここで
す。金子会長の思いを会員の皆様にお伝えし、会員の皆様
の相互、各委員会をスムーズにできるように潤滑油になってい
きたい。皆様！あらためて金子会長をどうぞよろしくお願い致し
ます。

■戸澤直前会長挨拶：
　１年３ヶ月前に急遽会長を
やるように言われて、１１年前
にやった時よりも今回の方が
忙しかったような気がする。
毎週毎週何かが有って、でも
充実した一年でした。幹事に
も色々協力して頂いてまた皆
さんの協力があってこそ１年を終えることができたわけですか
ら、皆様本当にありがとうございました。

　夏の家族移動例会を８月
20日に昼食を淺草の『うな鐡』
で食べて夜、品川の『船清』
で屋形船を仕立てる。

■熊本地震のお見舞いの件
■戸澤直前会長：

当クラブから田中さんの実家
と大仁田さんの実家が熊本
にあると言う事で集めたお見
舞いを田中さんにお渡しした。

■司会・開会の挨拶：
　石山奉仕委員長：

本日は町田直前分区幹事が
仏事の為出席できません。
戸澤直前会長・飯田直前幹
事本当にご苦労様でした。

■岩原クラブ管理委員長：

　「ロータリーの友」7Pと28P
と40Pと44Pの横組み紹介。縦
組みの4Pと9Pのご紹介。世
界大会の記事のご紹介。

■野村会員研修委員長：

　金子幹事から皆様のお心を込めて戸澤直前会長に贈呈。
北久保幹事からお世話になりまして、新居入居も併せておめ
でとうございます、飯田直前幹事に贈呈。

■記念品贈呈：

■飯田直前幹事挨拶：
　１年前に幹事をできるか
なって気持ちでスタートした
訳ですが戸澤会長に助けて
頂いて皆様方に支えて頂い
て転びそうになりながらもなん
とかゴールする事が出来まし
た。皆様のおかげで１年間頑
張ることができました。本当にありがとうございました。

■クラブ協議会（一年の抱負）

■閉会点鐘：金子会長

新旧会長幹事歓送迎会及び
ガバナー補佐・分区幹事慰労会

平成28年7月7日18：30～　　割烹あづま
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　戸澤直前会長から金子新会長へ。「頑張ってください。」飯
田直前幹事から北久保新幹事へ「北久保幹事１年間頑張っ
てください。応援しています。」

■花束贈呈：

■慰労の花束贈呈：

　目時パストガバナー補佐か
ら野崎直前ガバナー補佐へ
「どうもお疲れ様でした。」

■ご挨拶：
　細渕一男名誉会員
　戸澤さん・飯田さんご苦労
様でした。そして野崎さんご
苦労様でした。３多摩を駆け
巡って大変だったと思うけど、
新しくやる気十分の金子会長
と北久保幹事がにこにこしな
がらやるぞって感じで大いに期待が持てるところです。あれか
ら４０年って言うのはどこかの漫談家ですが今年は５０年を迎
えての引継ぎが立派にできたのはすごいです。金子さんと北
久保さんを先頭に会員の皆様が力を合わせて、村田さんなん
かは絶対やるぞって顔していますがみんなが頑張って頂いて
立派な柱を残して頂きたい。たまたま私は２３代、地区大会の
時の会長でした。その頃は先輩がいて結構厳しかったです。
出席率は厳しいし炉辺会合が有ってしょっちゅうロータリーの
事を叩き込まれました。今日、金子さんの話を聞いて職業奉仕
を軽んじるって話を聞いてあれ変わったなって時の流れと共に
価値観が変わったのかなって思いましたけど、ロータリーはラ
イオンズと違ってアイサーブだと。アイサーブって言うのは自分
で色んな範囲に勉強をして自分の職業を通して社会奉仕す
るのだよとこれがロータリーだよと再三叩き込まれました。ライオ
ンズはみんなで奉仕してみんなで金儲けしようと、これはウイ
サーブだよと大分言われました。時の流れと共に価値観も変
わってくるので、あくまでのロータリーって言うのは楽しむ会じゃ
なくて社会に対して色んな意味で自分の哲学を披露しながら
頑張って行くのがロータリーの原点であると思っています。人
間大好きあなたとともに街づくりとお世話になりましたけど最後
は人が人の心を動かす事が出来るような社会が大事だとそ
の原点にロータリーの精神が有ではないかとそんな思いであ
ります。みんなで納得がいく毎日の時間をきちっと素晴らしい足
跡を残して頂ければいいな。頑張ってください。みんなで頑
張っていい一年になることを心から念じます。

■金子会長の抱負：

　わたくしの尊敬いたします
細渕名誉会員様より激励を
頂きましていつもありがたいな
と、言葉の節々に温かさが有
りやはりお人柄かなと思って
そういう大先輩を持って我々
は幸せだなとそう皆さんお思いになられると思います。その爪
の垢でも煎じて少しでも近づけるように北久保さんと頑張って
いきたいと思います。今、野崎さんもおっしゃられましたが前に
控えていらっしゃる目時さんは実行委員長です。いよいよ記念
すべき５０周年の実行委員長として私共ご指導いただくことに
なっておりますので皆さん挙げてのご支援ご協力よろしくお願
いしたいと思います。

■北久保幹事：

　私は司会の席が好きなの
です。こうして皆さんから期待
されていると言う事は本当に
うれしく思います。今金子会
長が申しあげましたように色々
な節目の年に重責を担うって
こと非常に幸せなことだと思います。金子会長がお役を頂い
て成長するのだよってことを言います。私は今日牛若丸と弁慶
のお話がございましたが、弁慶なんて柄ではないのです。ただ
気が早くてせっかちでどんどん行くタイプなのです。その手綱
を金子会長がグッと抑えてくれまして大丈夫だと言ってくれて
その言葉に励まされながら今、いるところでございます。今年
一年間本当に頑張りますので応援よろしくお願いいたします。

■目時50周年実行委員長：

　先程細渕名誉会員が地区
大会の事仰ってました。今か
ら26年前になります。あれがな
かったら私はロータリーにいな
かった。いつ辞めようかって時
名誉会員が会長で土方さん
が幹事をやられたのです。そこでロータリアンって素晴らしい
なって思い直して今の私が有ると思います。そういうことで素
晴らしい経験ありがとうございます。本当に戸澤さん一年間ご
苦労様です。そして金子さん一緒に頑張りましょう。」

■ご挨拶：
　野崎直前ガバナー補佐
　６月までガバナー補佐を務
めさせていただきました。今日
は町田分区幹事が不祝儀で
欠席となりました。一年間町田
分区幹事にはガバナー補佐

の補佐と言う事で各クラブを３回、４回と回ったわけですが高
級車を運転していただきお世話になりました。IMを始めガバ
ナーの公式訪問とクラブの皆様方には全面的に協力をして頂
きまして立派なＩＭを行う事が出来ました。さらに大過なく一年
間過ごせた事を心より御礼申し上げます。早いもので今年新
年度になりまして石川ガバナー補佐と加羽澤分区幹事が来ら
れましたけども昨日福生RCでは公式訪問があったそうです。
当クラブでは９月１日と言うお話がありました。新年度は金子会
長、北久保幹事が５０周年に向けてリーダーシップをとっていく
訳ですが皆さん一丸となって素晴らしい５０周年を迎えて頂け
ればありがたいと思います。目時パストガバナー補佐は５０周
年の実行委員長ですがみんなで目時実行委員長を盛り立て
て立派な会にしたいと思います。


