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クラブテーマ

『楽しく魅力あるロータリー

ライフを過ごすためには』
第 46 期
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虎井

廣志

点鐘 ： 虎井 廣志 会長
・第２２１3 回の例会を始めます。

ソングリーダー ： 安岡 伸雄 会員
・ロータリーソング
「奉仕の理想」斉唱

お客様紹介 ： 藤宮 志津子 幹事
東京東村山ＲＣ

東京武蔵村山ＲＣ

会長

石山 敬様
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・ 例会場：〒207-0022 東大和市桜が丘 1-1330-19
・ 例会日 ： 毎週火曜日 12:30～13:30
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会務報告 ： 虎井 廣志 会長
・会務報告と言うことです。先週京都に行ってきました。フォーラムという形です

が、暑かった～、暑かった～。先斗町や清水寺や嵐山にタクシーで行きました。京
都に行ったときに気を付けなければいけないことを一つ覚えました。タクシーに
乗るときに大型車か小型車で値段が違うことです。多分 25％か 30％増しに大型
車はなります。同じ場所に行ったのに金額が違うことで解りました。京都に行くと
きには、タクシーの大型か小型かをちゃんと見極めて乗らなければいけない事
がよく解りました。それと、清水寺に行った時に外国の方がいらっしゃらなかったら、平日だからかも知れませ
んが、ここ閑散としているかも知れないと思いました。昔、石川県から京都まで自転車で行ったことがあるの
ですが、京都・奈良・大阪を回って旅をしたことがあるのですが、その頃から比べると随分京都も少しずつ大き
い建物増えて、でも脇に入ると昔のまま隣家がくっついている、大通りから一歩入るとすぐに 2 階建てになる。
山鉾の関係か電線が地中に埋められていました。そう言う事でちょっと京都を堪能してきました。舞妓さんと
芸者さんは遠くの方から踊りを見させて戴きました。前回の長財布のお話しをさせて戴きましたが、その中で
一部付け加えなければならない事がありました。お財布の中に入れて良いのは、現金とキャッシュカードとクレ
ジットカード 1 枚ぐらいしか入れては行けないという事です。ポイントカードは、もってのほかです。領収書もっ
てのほか。それほどお金を大事にしようと言う事を私は学ばさせて戴いた気がしています。会務報告という
お話しではありませんでしたが、今日お見えのお客様には十分お寛ぎ戴き楽しんで行って戴ければと思って
おります。

お客様ご挨拶 ： 東京東村山ＲＣ 会長 石山 敬 様
・第 51 代会長になりました石山 敬と申します。どうぞ宜しくお願い致します。私は、
身体もデカいし、顔もデカいし、態度もデカいと言う事で非常にや～な存在だったん
ですけど、ろーたりーに入ってそれをなんとか直して行こう、人に気に入られる人間
になろう、懐の深い器のデカい人間になろうと思ってなんとかやっております。中々
人って変わらないですね。私は、ＲＣに入って 10 年経ちました。10 年で会長というの
はちょっと出世が早かったのかなと思いますが、これもお役目なので精一杯頑張らさせて戴きたいと思っていま
す。私の今年度のテーマは『行動すれば何でも出来る。希望を持って取り組もう』と言うことであります。昨今のロ
ータリー事情は、退会者が多いとか活動のマンネリ化とか若手が中々育たない、入会してもすぐ辞めるとかの暗
いニュースばかりです。『希望さえあれば、なんとか先行きは明るいんだ。皆は幸せになるんだ。日本の経済も良く
なってロータリアンも増えるんだ。』と、思って行動すれば、より楽しく行けるんじゃないかと。また、明るいところに
人も集まってくるよと言うことで、一年間は一生懸命頑張らせて戴きます。若輩者ではありますが、一年経った後
成長した姿を見て戴きたいと思いますので是非温かい眼で見守って下さい。有り難うございました。

お客様ご挨拶 ： 東京東村山ＲＣ 幹事 岩原 隆 様
・入会して日も浅いのですが、若輩者と日の浅いコンビでどうなのかなと心配

している方もいらっしゃるかも知れませんが、一年間

石山会長が暴走しないよ

うに手綱を引きながら頑張りたいと思います。東大和ＲＣ、武蔵村山ＲＣとのＴＲＣ
を頑張っていきたいと思います。また、多摩分区も支えていきたいと思っていま
すので宜しくお願い致します。

お客様ご挨拶 ： 東京武蔵村山ＲＣ 会長 波多野 晃夫 様
・先般は、多摩分区ガバナー補佐

波多野永一様、分区幹事

金野眞一様には、早々

にお越し戴きまして大変有り難うございました。私共のクラブでは、今年度『共に学び
そして実践しよう』をテーマに一年間活動して参りたいと思っています。このテーマは、
吉田雅俊ガバナーの『研修と実践』をそのまま動詞にしただけではないのかと言われ
ることもありますが、思いが同じと言うことです。クラブで十分にチャージして、それ
を外に出てリスチャージしようと言う事であります。多摩分区の一員としましては、ガバナー補佐・分区幹事に叱咤
激励を戴きながら一年間頑張って参りたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。近隣クラブとして兄弟ク
ラブだと思っております。皆様方には、一年間どうぞ暖かいお力添えをお願い申し上げます。
ギオ基金からお礼状が届いています。

お客様ご挨拶 ： 東京武蔵村山ＲＣ 幹事 新海 正人 様
・私共のクラブの諸先輩方から話を聞きますと、東大和クラブの皆さんとは、家族的な
お付き合いを長年に渡りさせて戴いていると聞いております。そのご縁が、私の代で
途切れませんように是非親しく一年間お付き合いを戴きまして、また、私個人としまし
ては、ロータリーの事については、甚だ浅学非才でありまして、解ったようで解ってい
ないと言う事でありますので、是非温かい眼で見守って戴いてご協力頂戴したいと
言う事で、一年間宜しくお願い致します。

お客様ご挨拶 ： 東京紀尾井町ＲＣ 守重 知重 様
・入会して間もない者ですのこれから皆様方のご指導を戴いて立派なロータリアンに
なれれば良いかなと思っています。小さい頃からよく知っている人がこのクラブには
居るのですが、今日は、地区の方へ行っているとの事で居なくて良かったなと思って
おります。同じ名前の者がおりますので、共々宜しくお願い致します。

幹事報告 ： 藤宮 志津子 幹事
①第 14 回ロータリークラブ日韓親善会議再登録のご案内が届きました。回覧
②上野ＲＣより『地区大会の記録』が届いております。全員に配布
③国際 RC 日本事務局より『年次基金寄付ゼロクラブ』ゼロを達成！ 別紙
④東京福生ＲＣより

例会臨時変更のお知らせが届いています。回覧

7 月 26 日(水)夜間例会 点鐘 18 時 30 分

会場 フォレスト・イン昭和館

8 月 16 日(水)休会
⑤一般財団法人比国バギオ基金より『バギオだより』が送られてきました。
⑥2017－2018 年度

第 1 回地区研修会のご案内が届いています。

該当者は、出欠を来週までにご返事願います。
⑦多摩分区分担金納入のお願いが届いています。\57,500
⑧地区人頭分担金の請求書が届いています。\214,868⑨多摩分区親睦ゴルフのご案内を致しました。出欠をお知らせ願います。
本日は、会場の都合で 1 時 25 分に点鐘致します。

本日の昼食

出席率発表 ： 岩田 英樹 出席委員長
会員数

出席者

出席率

修正

23 名(免除者２名)

１4 名（免除者 0 名)

66．66％

なし

ニコニコ発表 ： 木下 富雄 親睦委員長
東京東村山 RC

会長石山敬様、幹事岩原隆様

本日は宜しくお願い致します。

東京武蔵村山 RC 会長波多野晃夫様、幹事新海正人様 本日は貴重なお時間にお
邪魔しありがとうございます。貴クラブとは長きに渡り、家族同様の
お付き合いをさせていただいております。本年も変わらずご指導を
お願い致します。
東京紀尾井町 RC 守重知量様 初めて伺いました。宜しくお願いします。
虎井廣志会長

東京東村山 RC

会長石山様、幹事岩原様、東京武蔵村山 RC 会長波多野様、幹事新海様 同じく

東京紀尾井町 RC 守重様

ようこそいらっしゃいました。今日は千客万来です。ごゆっくりおくつろぎ

下さいませ。
森田憲治会員

本日は大勢のお客様ご出席を頂きありがとうございます。

金野眞一会員

東村山 RC 石山会長、岩原幹事、武蔵村山 RC 波多野会長、新海幹事、紀尾井町 RC 守重様

ようこ

そいらっしゃいました。一年間よろしくお願い致します。
若林和男会員

遠路紀尾井町ロータリークラブより守重様ようこそいらっしゃいませ。
東村山 RC

石山会長、岩原幹事、武蔵村山 RC 波多野会長、新海幹事

本年度のクラブ運営喜んで

頑張って下さい。
浦川哲男会員

東村山 RC 石山会長、岩原幹事、武蔵村山 RC 波多野会長、新海幹事この暑い中ようこそお越し下さ

いました。ロータリーライフを沢山沢山楽しんでいただきたいと思います。
尾崎

誠会員

東村山 RC 石山会長、岩原幹事、武蔵村山 RC 波多野会長、新海幹事

紀尾井町 RC 守重様

よ

うこそお願い致します。
ニコニコ 本日計

２5,０００円

累計

９９,０００円

委員長方針発表
クラブ奉仕委員会 尾崎 誠 委員長
・地区のクラブ奉仕委員会と職業奉仕委員会に出させて戴いています。職業奉仕委
員会に出席するとクラブ奉仕委員会に出席できないような状況になり後で気が付い
たのですが職業奉仕委員会は、他の誰かに代わって戴いた方が良かったのかなと、
金野会員に助言されました。クラブ奉仕委員会は、私と守重会員ですが、何をしたら
良いのかというと、会長の補佐をする事だと思います。虎井会長が『とにかく楽しも
う』と方針を立てているので、皆さんと手を携えながら盛り上げて活動して、1 人で多くの若い会員を増やせて行け
ればなと思っています。活気ある東大和ＲＣになれればなと思っています。宜しくお願いします。

ＳＡＡ委員会、広報委員会、米山奨学委員会 安部 琢正 委員長
・何故か 3 回も呼ばれてしまいましたが、喜んで引き受けさせて戴きました。ＳＡＡとい
うのは、調べましたところ武装軍曹の意味で例会を統率する役であるというような
ことが書かれていました。本来であれば、経験豊富な会員が任命されることが望ま
しいとありました。ご承知の通り私は、とても経験が浅いのですが役が人を作るとも
言いますので精一杯務めさせて戴きたいと思います。本日、活動計画書が配布され
ましたが、誰がどの委員会に配属されているか承知していられない方もいらっしゃると思いますので、ここで紹介
させて戴きます。SAA 委員会の構成は、若林和男副委員長、森田憲治委員、金野眞一委員、浦川哲男委員、佐藤公兒
委員、竹田光明委員です。
広報委員会ですが、構成は、安岡伸雄副委員長、中西紀子委員、竹田光明委員です。
SAA と週報用の写真や記録取りは、今日で 3 回目になりますが、中々きついものがあるなと感じています。然し乍ら、
どうにか効率よくこなして行く方法を見いださなければなと思っています。広報委員会としては、ホームページの
活用を見直ししなければと思っています。すぐには難しいですが、充実させていきたいと思っています。広報の役
割として地域の方々に活動をアピールすると言う役割もあると思いますので、方策を考えながら進めて行きたい
と思います。
次に最後になりますが、米山奨学委員会ですが、浦川哲男副委員長との 2 人になります。色々とご指導戴きなが
ら進めて行ければと思っています。米山奨学生の受入が近々話が来ると思いますので、その辺も頭に入れながら
勉強していきたいと思います。宜しくお願いします。

出席委員会 岩田 英樹 委員長
・出席委員長は、大変だなと感じています。皆さんに出席して戴く事は、どれだけ大変
かなと熟々感じています。出席委員長が休んだらしょうがないなと言う気持ちで一
年間やっていきたいと思っています。皆出席の方に記念品を贈りたいのですが、品物
はワインにしたいと思います。例会出席の確認ですが、食事等の無駄にもなりますの
で出欠報告を確実にやって戴くようにして行きたいと思います。例会の出席率です
が、90％以上を目的としますが、本日の例会も 66.66％と言う低い出席率ですが、こ
れも直していきたいと思っています。出席率向上のためにも、会員増強に力を入れて行きたいと思っています。

時間の関係で、ロータリー情報委員会の発表は、次回とします。（藤宮幹事）

点鐘 虎井 廣志 会長

