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今年度会長テーマ

第2470回例会（ガバナー公式訪問） 2017.11.2

行動すれば何でも出来る！ 希望を持って取り組もう！

ロータリー：
変化をもたらす

クラブ協議会を開会します。

　多摩分区はクラブの活動
が活発で本日は、大変楽し
みにしていました。

■司会：岩原幹事

■会長挨拶・お客様紹介：
　石山会長

■クラブ協議会
■お客様ご挨拶：
　第2580地区ガバナー
　吉田雅俊様

　10年ぐらい前に、樺澤さ
んに長岡の花火大会に連
れて行って頂きました。新年
度から4ヶ月が過ぎました。
残りの8ヶ月が有意義に成ります事を祈念します。

■お客様ご挨拶：
　第2580地区副幹事
　小峰博昭様

　ガバナー公式訪問の機
会を利用して本年度のクラ
ブが益々発展する事を期待
します。

■お客様ご挨拶：
　第2580地区多摩分区
　ガバナー補佐
　波多野永一様

　東村山JCに所属してい
ましたので、東村山は故郷
でございます。今年度、多
摩分区では公式訪問が最
後となります。

■お客様ご挨拶：
　第2580地区多摩分区
　幹事　金野眞一様

・例会運営委員会では、野
村高章委員長のもと「入り
て学び出でて奉仕せよ」
の考えを実践する為、出

■クラブ奉仕部門
　田中クラブ奉仕委員長

2017年 ガバナー公式訪問
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・吉田健二パストガバナー
による研修リーダー委員
会研修に参加しました。
・新入会員が増えているク
ラブの共通点は、炉辺会
合を積極的に行っている。
・荒川ロータリークラブの大久保さんは、自分を律して行動
できるロータリアンとなって良かったと言っていました。
・深川純一さんの地区職業奉仕研修会では、「忙しいと
言って、例会出席の時間をコントロールできない人は、
ロータリーを辞めた方がいい」との発言もありました。
・今年度3月頃に、東村山浄水場にて職場見学を予定し
ています。

■職業奉仕部門
　戸澤職業奉仕委員長

・社会奉仕の四つの目的、
人権尊重、地域発展、環
境保全、共同奉仕を掲げ
地域への貢献をします。
・RIが提唱する社会奉仕
活動①環境保全 ②新世代対策 ③識字率の向上 ④薬
物乱用 ⑤平和な都市づくり ⑥高齢者対策 ⑦身体障害
者対策 ⑧エイズ教育 ⑨ロータリーの地域社会共同隊
に乗っ取り活動を進めます。
・「歩こう会」継続事業と市民産業祭への参加。
・ロータリー希望の風奨学金支援は継続していきます。

■社会奉仕部門
　山本社会奉仕委員長代理

・クラブ協議会の前に、石山
会長とお話をしました。石
山会長より出席率に関す
る質問がありましたので、
その事をお話しします。
・個人的見解でもありますが、出席率は結果だと思ってい
ます。目的が皆出席よりも内容が大切。
・それそれの職業や地域を代表する者の集まりがロータ
リークラブなので、例会にでなければ大切な話し合いもで
きない。だから、参加をしなければならない。

■ご講評
　吉田雅俊ガバナー

　発表頂いた、五大奉仕
の委員長ありがとうござい
ました。

■閉会挨拶・閉会
　石山会長

・青少年奉仕委員会は、包
括委員会に青少年交換
委員会があります。
・昨年度は、6年ぶりの交換
留学生は、ブラジルより派
遣された可愛い高校生のビアちゃんです。
・都立東村山高校よりインターンシップの受け入れ要請が
あり、委員会として窓口となりました。
・中学生の職場体験は数年前よりありましたが、高校生の
受け入れは初めてでした。
・7月31日から8月4日までの間、11名の会員事業所にて30
名生徒をインターンシップさせる事が出来ました。
・事業終了後には、校長先生もお礼を兼ねて卓話も頂き、
青少年育成の意義を感じました。
・RI認定の4大青少年奉仕活動に合わせて重要視してい
るのが、職場体験・インターンシップ活動です。
・行政や校長会を通して今後も要望されますが、ロータ
リーとして使命を自覚し活動します。

■青少年奉仕部門
　野澤青少年奉仕委員長

・国際奉仕は、国際理解、
親善、平和を推進するた
めに実施するすべてのこ
とを言います。
・包括委員会として日台友
好特別委員会、日韓友好特別委員会、バギオ基金支援特
別委員会があり参加を通じてプロジェクトに協力をします。
・アンケートを実施して、多くの会員とご家族が参加できる
よう計画します。
・トロント国際大会参加に関しては、アンケートの結果を考

　慮し希望者による自主的参加としました。
・日台親善会議は、親日的であり東日本大震災で多くの支
援を頂いたこともあり、アンケートでも多くの参加が見込ま
れる事からツアーを企画、17名の参加予定をしています。

・今年度は、米山奨学生に陳さん、昨年度は、ブラジルから
ビアちゃんを受け入れました。
・当クラブの伝統に則り、今後とも国際奉仕活動を行って
まいります。

■国際奉仕部門
　中丸国際奉仕委員長

　席率の向上を目指します。
・プログラム委員会では、小町幸生委員長のもと人生、地
域、社会を明るく希望の持てる例会を企画します。
・クラブ管理員会では、中條委員長のもと夏の家族移動
例会で柏崎東RCとの交流、姉妹都市の柏崎花火大会
に参加。クリスマス家族例会でも委員会を通して、例年に
無い取り組みをしています。
・会員増強委員会では、村田委員長、中丸副委員長、野崎
委員ともに頑張り3年ぶりの新入会達成で平野さんに入会
頂きます。今年度、入会目標5名を達成を目指します。
・会員研修委員会では、赤木委員長のもとロータリーの友
を活用し会員の研修を進めています。
・感動感謝の気持ちを忘れずロータリークラブを誇りに思
い、地域の皆様に感謝愛されるよう頑張ります。
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森田会員■ニコニコＢＯＸ

■点鐘・会長挨拶・会務報告 石山会長

　テーブルクロスを新しくしま
した。金子直前会長が永年
に渡る保護士ご貢献により瑞
宝小綬章の叙勲を受ける事
となりました。お祝いを後日し
たいと考えます。第5回の理
事・役員会が行われました。
10月の収支明細報告と年次
総会の件とクリスマス家族親睦会で詳細の発表がありまし
た。産業祭の予算と方法の発表がありました。
　次々年度は、指名方式となりました。メンバーを発表します。
石山会長、岩原幹事、田中副会長、中條副幹事、野崎パスト
会長、町田パスト会長、戸澤会員、當麻会員、中丸会員、野村
会員、村田会員で例会後に委員会を開催します。

　本日のお客様を紹介し
ます。
　第2580地区ガバナー 吉
田雅俊様、第2580地区副
幹事 小峰博昭様、多摩分
区ガバナー補佐 波多野永
一様、多摩分区幹事 金野眞一様、地区大会実行委員長 
佐藤文則様、東京西北RC 福田紘一様、米山奨学生 陳
均欣さんです。

■司会：
　野村例会運営委員長

■お客様紹介：
　當麻パスト会長

■ご結婚祝月：
　山本会員、中丸会員
　村田会員、田中会員

■ガバナー事務局
　→山本会員
▶次年度地区幹事団打ち
合わせ会の連絡について
　11月7日（火）　16：30～
　ホテルメトロポリタンエドモ
ンド
▶次年度幹事団顔合わせ
と松坂ガバナーエレクトの準備会議について
　11月16日（木） 16：30～　喫茶室ルノアール四谷店
■ガバナー事務局→田中クラブ奉仕委員長
　RLI参加のお願いについて
　参加可能地区増設の為ぜひ参加を
　代々木国立オリンピック記念青少年総合センター
■ガバナー事務局→会長・幹事
　国際ロータリー第2580地区2017-18年度地区大会登録
のお願い
　2月20日（火）～21日（木）　京王プラザホテル
　登録料　10,000円
■青少年奉仕委員会→野澤青少年奉仕委員長
　地区青少年奉仕委員会アンケートのお願いについて　
締切：12/1
■例会変更：東京福生RC　11/1→休会
■回覧：コーディネーターニュース、バギオだより

■幹事報告 岩原幹事

吉田ガバナーよりバッチを授与
■平野会員から一言：
　組織に入って1年、2年は、立派なイエスマンになれる
よう頑張ります。

■新入会員入会式：平野裕明様

　東村山は、ゴルフが盛ん
で同じ恩多町のチームに所
属しています。若手のホー
プで、ゴルフ会もそうです
が、ロータリーも引っ張って
くれる事と思います。

■入会者の紹介：
　田中会員

■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

相羽会員■出席報告
■会員数：29名
■欠　席：1名
■本日の出席者：27名
■出席率：96.43％
■前々回出席率（修正後）：
　85.19％

第2470回例会
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■令夫人誕生祝月：
　町田会員、嶋田会員

■会員誕生祝月：
　野崎会員、村越会員
　村田会員

■閉会点鐘：石山会長

　楽しく思い出に残る「来
てよかったな～」と思える企
画を考えています。家族同
伴で皆様お越しください。

■卓話

　今年度のイアンH.S.ライズ
リーR I 会 長のテーマは
『ROTARY：MAKING A 
DIFFERENCE（ロータリー：
変化をもたらす）』です。
　それぞれどの様な方法で奉仕をすることを選んだとしても、
奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらし、その活動が、人数
が多かろうと少なかろうと、誰かの人生をより良くしていける。ラ
イズリーRI会長は、「このことにより充実感を得ることができ、こ
の充実感は、毎週、毎年『変化をもたらす』ロータリーの一員で
あるから湧き出てくるものである」と言っています。「ロータリー
は何ですか」という問いに『ロータリー：変化をもたらす』という
テーマで答えますとも言っています。
　私の今年度のキーワードは、『感動と調和』です。そして行
動指針は『研修と実践』です。
　ロータリーが、その活動において、感動をともない、そして社
会と調和のとれたものであったからこそ、1905年設立以来現
在まで112年間にわたって、200ヶ国を超えるまで普及してきた
のだと思います。
　しかし現在、社会貢献型NPO活動等が盛んになる一方、
ロータリー先進国においては日本も含めて、ここ10数年会員数
は減少の一途をたどっています。それはなぜでしょう？
　奉仕するものとされるものが感動の絆で結ばれること、これ
がロータリーのサービスではないかと私は思います。そして、世
の中と調和してこそ普遍的サービスと言えると思います。
　ロータリー活動のあり方そのものも、ダイバーシティーの時代
を迎えた今、世の中の現状や価値観との調和が求められてい
るのではないでしょうか。
　2017-18年度は、この『感動と調和』をキーワードに、5大奉
仕、米山奨学委員会そしてロータリー財団の活動を行うよう推
奨して行こうと考えております。
　2016-17年度から吉田建二地区研修リーダーのもと、研修を
3年間の継続活動とすることを上山直前ガバナー・吉田雅俊・
松坂ガバナーエレクトで合意致しました。上山ガバナー年度は
『親睦と研修』が重点項目でした。2017-18年度は『研修と実
践』を行動指針とし、前年度から引き続き幅広の研修をベース
に、実践検証を各クラブに推奨していこうと思います。
　各クラブに於かれましては、選任された研修リーダーを中心
に、地区やRIから提供される種々の情報やアドバイスを活かし
て、研修実践活動を進めて頂きたいと思います。
　また、当2580地区には6分区ありますが、ガバナー補佐に分
区の取りまとめをお願いしますので、それぞれ分区の独自性を
大いに発揮して頂きたいと考えております。

■地区大会の案内：
　地区大会実行委員長
　佐藤文則様

■卓話者：
　第2580地区 吉田ガバナー

　12月のクリスマス会でピア
ノを弾きます。

■米山奨学金の授与：
　米山奨学生 陳均欣さん

◆佐藤文則様（東京四谷RC
地区大会実行委員長）：
今年度の地区大会は来年
2/20（火）～2/21（水）新
宿京王プラザホテルで開
催されます。皆様ふるって
ご参加ください。
◆福田紘一様（東京西北
RC）：いつもお世話になり
ます。昨日米山記念館に行ってきました。
◆石山会長・岩原幹事：吉田ガバナー、小峰地区副幹事、波
多野ガバナー補佐、金野分区幹事、本日はようこそおいで
下さいました。福田さん、佐藤実行委員長、ようこそ。
◆金子会員：ガバナー補佐はじめ役員の皆様公式訪問よろ
しくお願いします。この度叙勲で瑞宝双光章を授与されまし
た。皆様に感謝です。
◆野崎会員：吉田ガバナー、小峰地区副幹事、波多野ガバ
ナー補佐、金野分区幹事、本日はご苦労様です。
◆野澤（秀）会員：本日のガバナー公式訪問に際し、多くの関
係者の皆様にご出席をいただきありがとうございます。
◆小町会員：ご多用の中、ガバナー公式訪問ご指導よろしく
お願いします。
◆當麻会員：ガバナー、ガバナー補佐をはじめとするお客様、
本日はよろしくお願いします。平野さん、入会おめでとう。
◆山本会員：吉田ガバナー、小峰地区副幹事、波多野ガバ
ナー補佐、金野分区幹事、ようこそ。本日はよろしくお願い申
し上げます。
◆樺澤会員：吉田ガバナー様、小峰副幹事様、波多野ガバ
ナー補佐様、金野分区幹事様、本日はありがとうございます。
◆戸澤会員：吉田ガバナーをはじめ大勢のお客様ようこそお
いでいただきありがとうございます。平野さん歓迎ゴルフよろ
しく。佐藤実行委員長、ようこそ。
◆赤木会員：吉田ガバナー、本日はご来訪ありがとうございま
す。今日は税協会議により卓話を聞けず残念です。
◆北久保会員：ガバナー公式訪問どうぞよろしくお願いいた
します。平野さん、入会おめでとう。会長、新しいテーブルク
ロスありがとうございました。
◆野村会員：本日のガバナー公式訪問、皆様ご苦労様です。
新しいクロスを会長ありがとうございます。
◆中丸会員：ガバナー公式訪問に際しまして多くのお客様が
ご来訪いただきありがとうございます。

●合計：75,000円　　●累計：585,000円


