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ライフを過ごすためには』

第 46 期

クラブ会長

虎井

廣志

点鐘 ： 虎井 廣志 会長
ソングリーダー ： 金野 眞一 会員

・ 国歌斉唱並びに
ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

お客様紹介 ： 虎井 廣志 会長
東京武蔵村山ＲＣ 野島 征様

会務報告 ： 虎井 廣志 会長
・8 月 4 日(金)に第 2 回多摩分区連絡会が、秋川ＲＣ主催であきる野市の黒茶屋で
開催されました。波多野ガバナーからの報告、各クラブ会長・幹事からの報告、地
区委員からの報告、最後にＩ･Ｍのご案内が行われました。その中で出席率報告で
すが、武蔵村山ＲＣ(84.88%)、秋川ＲＣ(82.1%)、青梅ＲＣ(89%)、東村山ＲＣ
(89.26%)、福生ＲＣと東大和ＲＣは、濁しました。奨学生の話や福生ＲＣの若手の
会で 12 名拡大した話がありました。

幹事報告 ： 藤宮 志津子 幹事
①東京青梅ＲＣ 暑気払い例会のお知らせ
8 月 29 日(火)
天空の町

点鐘 16:45 会場 御岳山荘(金井会員宅)

御岳山で一足早く秋を感じませんか？巫女の舞でお迎えします。参

加される方は、事務局まで。(回覧)
②韓日親善会議へのお誘い。2017 年 9 月 23 日(土)
13 時～

グランドハイアットソウル

・ 例会場：〒207-0022 東大和市桜が丘 1-1330-19
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前回は、日本から 450 人の方に参加戴きました。今回は、それに勝る少なくとも 500 人程度は参加を願っ
ています。多くの方に参加賜ります。(回覧)
③職場体験受入事業所の登録のお願いが届いています。
④第 52 期派遣学生の帰国報告会及び来日学生との合同歓迎会のご案内が届いています。9 月 24 日(日) 学士
会館

委員長報告
分区連絡会報告 虎井 廣志 会長
・秋川ＲＣから応援している女子ソフトボールチームが、日本一になったと報告が
ありました。青梅ＲＣからガバナー公式訪問時の注意事項の報告がありました。吉
田ガバナーは、運転手付の車で来訪するので、運転手控え室が必要です。ジャケッ
ト、ネクタイの着用が必要ですとの事でした。東村山ＲＣから 7 月 26-27 日で柏崎
原発の見学と花火を見て来たとの事です。福生ＲＣから 50 周年が来年度なので準
備委員会を立ち上げたとの事です。
地区委員からは、地区クラブ奉仕委員の岡野委員(秋川ＲＣ)から日韓・日台・トロントの参加目標を挙げて下
さいとの事でした。然し乍ら、来年のドイツ・フランクフルトへ向けてドイツ語の勉強を始めています。

Ｉ・Ｍ実行委員会 浦川 哲男 実行委員長
・8 月 4 日開催の分区連絡会に於いて、Ｉ･Ｍのパンフレットをお配りしました。こ
れから、地区役員・パストガバナーの方々にご案内します。当日は、ご来賓の方々
の名前を入れたパンフレットを配布します。波多野ガバナー補佐のご挨拶文の中に
剣道着姿の写真を入れたら良いかなと個人的には思っています。当日は、是非とも
出席して戴きますようお願いします。

前年度４５周年実行委員会 波多野 永一 実行委員長
・5 月 23 日に開催した 45 周年記念事業の収支決算が出ましたのでご報告します。
お手元の資料をご確認下さい。

クラブ研修リーダー 守重 勝弘 会員
・1989 年に標語として認められた物が二つあります。一つは、
『超我の奉仕』です。
他人のために尽くす意味と重要性を理解するため。二つ目は、『最も多く奉仕する
者、最も多く報いられる』です。
ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育
むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。
1．知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
2．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロ
ータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
3．ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実施する

こと。
4．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
次回は、クラブの目的に付いてお話ししたいと思います。2016 年版手続要覧を皆様にお配りしたいと考えて
います。

プログラム委員会 髙木 裕 委員長
・8 月 22 日の外部卓話ですが、今月は会員増強月間ですので、秋川ＲＣの若手の会
から来て戴いてお話しを伺いたいと思います。8 月 29 日の夜間例会では、東京ＲＣ
の日本将棋連盟に所属されている、青野照之(将棋 9 段)さんに「藤井聡太 4 段に見
る才能の差と将棋能の活用と」というテーマでお話し戴きます。当日ウェルカムデ
ーですので、多くの方に来て戴ければと思います。

出席率発表 ： 浦川 哲男 出席副委員長

会員数

出席者

出席率

修正

23 名(免除者２名)

１1 名（免除者 1 名)

52．38％

なし

ニコニコ発表 ： 木下 富雄 親睦委員長
東京武蔵村山 RC

野島

征様 お暑うございます。本日はお世話に成ります。

藤宮志津子幹事 台風の心配をしていましたが、ここは大した影響を受けずに済ん
でよかったです。
守重勝弘会員

東京武蔵村山 RC 野島様お暑い中おいで下さりありがとうございま
す。

森田憲治会員

東京武蔵村山 RC 野島様ようこそいらっしゃいました。

波多野永一会員 武蔵村山 RC 野島様 ようこそおいで下さいました。
金野眞一会員

武蔵村山 RC 野島様ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりどうぞ。木下さん本日の卓話楽
しみにしております。

木下富雄会員

東京武蔵村山 RC 野島様ようこそおいで下さいました。
欠席が続き大変御ぶさた致しております。今後共精進致しますのでお忘れなきよう！！
宜しくお願い致します。
ニコニコ 本日計

11,０００円

累計 144,０００円

卓 話 ： 木下 富雄 会員
・『うまかんべ～祭』が出来たのは、尾崎保夫市長になった時に東大和市の認知度
を高めるために始めました。私が実行委員長になったのは、たまたま農協の壮青年
部長を務めていた関係で、市役所の先輩から頼まれてその役に就きました。何もな
いところからのスタートで、テーマを『うまかんべ～祭』食のイベントとして、コ
ンテストをして賞を付ける事としました。当時、武蔵村山市では、フードグランプ
リという事を開催されていたので資材を全部借りて開催しました。食券を買って戴
いた方にコインを配布し、美味しかった店舗にコインを入れて戴くという方式で始めました。
『うまかんべ～』

とは、当地の方言で、『美味しいでしょう』と言う意味で、これをコンセプトとしました。東大和市の地産地
消の新規メニューを作って提供し街を盛り上げて行きましょうと言う事で始まりました。本年は、6 回目で
62,000 人のお客様をお迎えする事が出来ました。市内で開催されるお祭りの中では、産業祭(50,000 人程度)
を超えています。これは、実行委員会の中に既存の考えを持った人は要らない、いつもバージョンアップする、
縛られない、主婦の方などの意見を取り入れているからです。伝統のある組織には、それなりのものもありま
すが、新規の組織に於いては新しい意見を取り入れ、変化していかなければいけないのではと思います。長く
続く組織は、新しい考え方も取り入れていく事だと思います。都立東大和南公園を会場として開催しているお
祭りですが、本年始めて中央のグラウンドを使わせて戴けました。これは 5 年間の実績を認めて戴けたと言う
事だと思います。年々盛り上げる戦略として、何でも取り入れる事としました。西武鉄道、多摩都市モノレー
ルに市内名跡のウォーキングを開催してもらいゴールをお祭り会場にする事を第 1 回から行っています。近隣
市町村だけで無く西武鉄道、モノレール沿線からも集客が出来る様になりました。このお祭りは、食のイベン
トとして始まり、市内の飲食店で販売できる商品を選んでいこうというのが最終的な目標です。ここで生まれ
た物が東大和市のスタンダードになればと思っています。お祭りのキャラクターとして『うまべ～』というの
が有るのですが、お祭りだけでなく東大和市のキャラクターとして評判となってきています。ゆるキャラとし
て、東京都の市町村の中では、№1 になっています。知名度のない東大和市が緑豊かな多摩湖がある所として
認知されていくと言う目標もあります。食べ物を中心に地産地消を進めて行くと言う骨子で進めています。
『う
まかんべ～祭』の実行委員会は、役員を除き主婦の方などの女性会員が増えてきています。主婦の方々に参加
して戴き安いような会議時間の設定をしています。来年 7 年目も実行委員長を務めますので宜しくお願いしま
す。

お客様ご挨拶 ： 東京武蔵村山ＲＣ 野島 征 様
・本日は、お暑う御座います。本日は、この会場になって始めてメイキャップをさ
せて戴きます。今年の『うまかんべ～祭』は、母親を車椅子に乗せて大変な人数の
中、外周を回ったのですが何も買えませんでした。武蔵村山の花火大会は、大変な
費用を掛けて 70,000 人の動員数で開催されていると言われますが、暗闇の中での
事ですので、実際の参加者は？と言われています。伝統的な花火大会も警備が困難
なために中止されている所も多くなっているようです。身近なところで大変頑張っている方のお話しを聞けて
大変感銘を受けています。これからも頑張って戴きたいと思います。

新入会員情報 会員増強委員会 守重 勝弘 委員長
・新入会員の入会が認められましたので。ご報告致します。
女性会員です。スナック
宜しくお願いします。

点鐘 虎井 廣志 会長

海と大地の経営者の樫原昌子さんです。

