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第２５８０地区テーマ 『感動と調和』
ガバナー 吉田 雅俊
RI 会長
イアン H．S．ライズリー

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

クラブ会長

虎井

廣志

点鐘 ： 虎井 廣志 会長
ソングリーダー ： 虎井 廣志 会長
・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
東京東村山ＲＣ 田中重義様

東京福生ＲＣ 高橋美穂様

東京武蔵村山ＲＣ 野島 征様

平野裕明様

東京小平ＲＣ 西村年博様

会務報告 ： 虎井 廣志 会長
・先週の理事会についてご報告します。1 月 27 日の「新春福袋演芸会」につきまして、例
会扱いにはしないことになりました。夜間例会の会費ですが、新年会の時の料理が良
かったと言う事で、暫くの間 5，000 円で行いたいと思います。植樹会の件ですが、吉田
ガバナーから第 2580 地区はクラブ単位で 10 万円の協力を戴けないかと言うお話し
が来ています。持ち回り理事役員会で検討させて戴きたいと思っています。最後に 2 月
21 日の地区大会ですが、全員登録・全員参加でお願いしていますが、参加クラブの紹介を 3 時 25 分くらいにするそ
うです。その時には、皆さんに顔をそろえておいて戴きたいと思います。宜しくお願いします。
追記：宮城県の名取ＲＣからお手紙が届きました。「ロータリーの友 11 月」に掲載された記事を見て、感想を「ロー
タリーの友」に投稿したと言う事です。『記念事業の企画で非日常な発想に感銘しました。5 人男は盛り上げるべく
能動的に参加し、この事により予期しない活動的な効果も生み出したことであろうし、英断を下した皆様方の好奇
心に喝采です。5 人男の実年齢に感心を持ちました。』という内容でした。
・ 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
ＢＩＧＢＯＸ東大和内
・ 創 立 ： 1972 年 2 月 23 日
TEL 042-566-6411
・ 認 証 ： 1972 年 3 月 3 日
・ 事務局：〒207－0014 東大和市南街 5－89－11 2Ｆ ・ 日本ＲＣ認証 №1100
TEL 042-564-8338 FAX 050-3488-1715
・ E-mail : info@higashiyamato-rc.org

幹事報告 ： 藤宮 志津子 幹事
①一般財団法人 比国バギオ基金より「バギオだより」が届いています。
②文京区中学生職場体験発表会開催のご案内が届いています。
平成 30 年 2 月 2 日(金)14 時～16 時

文教シビックホール小ホール。 回覧

③職場体験受入事業所の登録依頼が来ています。
受入可能な方は事務局までご連絡願います。
既に登録されている事業所のリストを回覧します。
④3 月 14 日(水)ＴＲＣ合同例会のお知らせをお配りしました。会場は、武蔵村山市の「むさし 平成の間」です。
会場が解らない方は、事務局までお問い合わせ下さい。

委員長報告 ： 若林 和男 社会奉仕委員長
・「日本の話芸 新春福袋演芸会」が 1 月 27 日（土）が迫ってきました。本日ご来会の近
隣クラブへも 5 枚ずつお配りしています。是非、参加して戴ければと思います。
例会扱いにはなりませんでしたけれども、11 時 30 分集合で全員の参加をお願いしま
す。

出席率発表 ： 浦川 哲男 出席副委員長

会員数
24 名(免除者２名)

出席者

出席率

13 名

59．09％

修正

ニコニコ発表 ： 木下 富雄 親睦委員長
東京小平ＲＣ

西村年博様

本日の卓話皆様に伝わるかどうか？宜しくお願いいたし

ます。
東京東村山ＲＣ 田中重義様・平野裕明様 いつもお世話になっています。平野さんの
初めてのメーキャップ。運転手として付いてきました。よろしくお願いします。
東京武蔵村山ＲＣ 野島征様 新年お目出度うございます。本年もよろしくお願いし
ます。
虎井廣志会長

東村山ＲＣ

田中様、平野様。福生ＲＣ

高橋様。ようこそいらっしゃいました。東京小平ＲＣ西村様

本日は宜しくお願いします。
藤宮志津子幹事 銀世界の例会となりました。皆さまご無事でなによりです。
守重勝弘会員

東京小平ロータリークラブ西村様、本日の卓話宜敷くお願い申し上げます。東京東村山ＲＣ田中様、

平野様。東京福生ＲＣ高橋様ご来会ありがとうございます。
波多野永一会員

東京小平ＲＣ西村様卓話よろしくお願いします。東京東村山ＲＣ田中様、平野様。東京福生ＲＣ高

橋様。東京武蔵村山ＲＣ野島様ようこそおいでななりました。歓迎致します。
金野眞一会員

東村山ＲＣ田中様、平野様。福生ＲＣ高橋様。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。西村様本日卓話ありがとうございます。
若林和男会員

１月２７日のクラブ主催「新春福袋演芸会」を会員に皆さんの力でホールを満杯にしましょう。

浦川哲男会員

小平ＲＣ西村様本日の卓話よろしくお願いいたします。
東京東村山ＲＣ田中重義様、平野様裕明様。東京福生ＲＣ高橋美穂様。東京武蔵村山ＲＣ野島征様。足
元の悪い中ようこそおいで下さいました。今年も一年間よろしくお願い致します。

安部琢正会員

東京東村山ＲＣ

田中重義様、平野裕明様。東京福生ＲＣ高橋美穂様。東京武蔵村山ＲＣ野島征様。

ようこそおいで下さいました。ごゆっくりどうぞ。東京小平ＲＣ西村年博様卓話よろしくお願いしま
す。
竹田光明会員

西村さん、大変ご無沙汰しております。本日の卓話楽しみにしております。

ニコニコ

本日計 ２8，０００円

累計

592，１３4 円

卓話者紹介 ： 髙木 裕 プログラム委員長
・東京小平ＲＣの西村年博様を様をご紹介します。
東京ガード株式会社 代表取締役会長
2008－09 年

武蔵野分区のガバナ補佐をされていました。

今月は、職業奉仕月間と言う事で､お仕事を通じてのお話しを色々として戴けると思い
ます。参考にして戴ければと思います。

卓 話 ： 西村 年博様 東京小平ＲＣ
「災害は忘れた頃にやってくる・・・と、言われます。
2011 年３月 11 日、14 時 46 分宮城沖にてＭ（マグネチュード）9，4、東京地方の震度５強…
約 850 年前の「貞観（じょうがん）地震」以来の大きな地震で、「東日本大震災」と名付
けられました．その日の出来事はいまでも忘れられません。今までに体験した事がない、
永く大きく揺れ､恐怖と不安を体験しました。その後、何度も何度も余震が続き､福島地
方の、「中通り」「浜通り」・・（震度４、震度３）と、自宅や職場、また、街なかのレストランで
もテレビを放映致しました。その中でも、福島第一原子力発電所の建屋の爆発以降、心
身共に恐怖と不安の日々でした。日常生活でも、車両に必要なガソリンを買い求めて、列をつくり、小型ラジオや､
懐中電灯はあっても、乾電池や､飲料水、インスタントノのカップ麺等々、店頭から消えていく中、少しでも早く買い
求め、「当たり前で、普通」の日常生活のありがたみを思い知らされた。
「備えあれば憂いなし」
（食料品等）＊飲料水、＊非常食（缶詰・インスタント食品）＊懐中電灯と予備電池、＊ヘルメット、＊衣類、＊手袋な
ど（軍手）、＊雨具、＊タオル、＊マスク、＊ローソク及びライター、＊ウェットティッシュ、＊ちり紙、＊多機能ナイフ、
＊医薬品（常備薬を含む）、＊ロープ、＊笛（救助を求める時）、＊台所用ラップ、使い捨て紙食器、＊カイロ、＊最低
の下着・緻オムツ、＊生理用品．＊文具（ボールペンやマジックペン）、＊ビニールシート。
（貴重品）＊現金「小銭も含む」、◎身分証明書（免許証）、◎銀行等使用印鑑、◎預金通帳、◎健康保険証、◎年金
手帳、＝＝◎印は、コピーしておくとよい。
（情報取集品）＊携帯ラジオ、及び乾電池、＊携帯電話の非常用充電器、＊10 円硬貨やテレフォンカード（公衆電
話活用）、＊家族の写真（カラーコピー数枚）、＊筆記具。
（その他）＊ガムテープ、＊新聞紙等、＊カセットコンロ及びボンベ。
◎上記のものは、人数分にコンパクトにまとめて、保管場所はすぐ持参出来る場所に。
◎食料、飲料水の賞味期限は定期的に確認すること。
「防災の三助｣
自助・・・自らの生命は自らが守る。
共助・・・自分かちの地域は自分たちで守る。
公助・・・行政機関による防災対策。
卓話原稿より

