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「共に学び、そして実践しよう」

本日の例会

全員クラブ協議会

次回の例会

ガバナー公式訪問

２０１７～１８年度ＲＩテーマ

【第２１８８回例会週報】２０１７年８月３０日（水）

点 鐘 波多野 晃夫 会長 会務報告 波多野 晃夫 会長

〇武蔵野分区・多摩分区合同 ＩＴ実務担当者勉
強会・新入会員勉強会の案内
・9月30日（土）16:00～18:00
パレスホテル立川
＊ＩＴ実務担当者は「My ROTARY」登録のため
の基礎講座参加者 3階「梅」
参加者はノートＰＣまたはタブレットを持参
＊新入会員勉強会は「ロータリーの友9月号」
2階「瑞麟」 〆切 9月15日（金）です。

〇青少年交換委員会より
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
9月24日（日）学士会館 13:30～登録

〇第6回日台ロータリー親善会議
・2018年3月1日 12:00～13:50 登録受付
・台湾高雄市 渡来大飯店
・登録料 日本の会員15,000円 家族10,000円
申込〆切 11月30日（木）

〇ハイライトよねやま 209 を頂きました。

〇秋川ＲＣより「アユの塩焼きを食べる会」の
案内を頂きました。
・9月14日（木）17:00点鐘
・秋川渓谷リバーティオ

〇伊奈平苑より盆踊り大会列席礼状を頂きました。

司会 原田 友義 SAA会場運営委員

斉 唱

奉仕の理想
ソングリーダー
宮﨑 正巳 会員

来客紹介

〇セルヒオ ピニジャ ロペス 君
（青少年交換学生）

初めまして。
私はスペインから来ました、16歳です。
私のお兄さんも4年前にロータリー
でアメリカに行きました。
ありがとうございました。

〇浦川 哲男 様（東京東大和ＲＣ）

〇山本 智治 様（東京東村山ＲＣ）

出席報告

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

34名 23名 77.42% な し

〇事前メーキャップ
佐藤 貢 会員（若手の会）

〇出席免除会員
榎本 昭 会員
波多野 稔 会員
比留間 市郎 会員

～会長から～
＊納涼会のお礼
23日の納涼会では、親睦委員長をはじめ委員の皆様に大
変お世話になりました。お陰様で、楽しい夏の夕べを過
ごすことができました。ありがとうございました。

＊比留間市郎会員のお見舞い
29年8月26日 就任の挨拶を兼ね、新海幹事と災害医療セ
ンターに出かけてきました。両足のしびれ、リハビリ中
ですが、口のほうは相変わらずお元気でした。
皆様にくれぐれもよろしくとのことでした。

＊観光納涼花火大会について
会場に新海幹事とお邪魔し、商工会の会長、副会長さん
たちに丁重に対応していただきました。
天候にも恵まれ、最高の花火大会でした。
いろいろと、ありがとうございました。



8年度は比留間永治さんが恵まれない子供たちに収穫
の楽しみを味わってもらいたいと福祉農園を作ってい
ました。現在の「のぞみ福祉園」、昔の「つくる会」
が基になっているそうです。9年度会長は田代純則さ
んでしたが、多忙で体調を崩し1年通して思うように
できなかったことを悔やんでおられました。10年度
のガバナーは宮里辰産さんで沖縄の方でした。12年
度は藤野豊さんのお父さんが会長でした。藤野さんの
お父さんが筆で書いてくれた名前を記念として、名前
のプレートに今でも使っています。13年度には分区
代理に原田福夫さん、私が分区幹事になりました。読
売アフリカ基金に寄付をしようということで、6クラ
ブから20名ずつ参加し、120名でチャリティゴルフを
行い50万円の寄付をいたしました。インタビューを
受ける時に「代理」ではなく「代表」は誰なのかと言
われ、外部の人には代理という言葉がつたわりづらかっ
たことを覚えています。15年度会長は比留間永治さ
んでしたが、体験した戦争経験談で捕虜のことは聞か
ないで欲しいと寂しそうに話していたことを思い出し
ます。17年度は私が会長になり、麻生さんに幹事を
やっていただきました。地区に行って自慢できるのは
武蔵村山RCでは年齢に関係なく入会した順番で会長
になり、幹事になっていきます。順番がわかることで
先輩を見ながら勉強できる期間があるということが大
切であったと思います。この年、韓国で世界大会があ
り32名に参加していただいた。また、沖縄で地区大
会もこの年にありました。18年度は弁護士の福井秋
三さんが会長でしたが、多忙のため会長はできないと
のことでしたが、説得して会長になっていただきまし
た。20年度に私は2580地区の中のクラブ奉仕委員会
委員長をやりました。沖縄を除くクラブ会員に集まっ
てもらい各クラブの悩みを聞きました。一番多かった
悩みは人事のことでした。一般的に、会長が決まり、
会長が幹事を選ぶ際に年代が合わなくなり、ガタガタ
するクラブが多いようです。その点、当クラブでは入っ
た順なので年代による問題が起きません。20周年記
念式典として大沢悠里氏を招いて大ホールで式典を行
いました。26年度、阿部孝さんがガバナーになった
年に、青少年交換学生としてミケル君が来日し、比留
間重次さん、石井賢二さん、私のところでお世話をさ
せていただきました。次年度からガバナー補佐を10
地区で取り入れようと決めたのもこの年の出来事でし
た。まだ残りがありますが次回にさせていただきます。

◇ 創 立 1972年7月8日 ◇ 承 認 1972年7月20日 ◇ス ポ ンサ ー クラ ブ 東京立川ロータリークラブ
◎会 長 波多野 晃夫 ◎ 幹 事 新海 正人 ○ 副会長 倉内 淳 ○ 副幹事 比留間 一義
□ クラブ会報委員長 田代 和也 副委員長 篠原 幸宏 委 員 堀田 弘一郎 宮﨑 正巳 金井 一三 遠田 努

武蔵村山RCの誕生は1972年（昭和47年）、現在の
商工会の場所で木造2階部分が例会場でした。事務局
は黒岩さんという方でした。RIAから武蔵村山RCを一
員として認めるために認証状が送られてきました。現
在も大切に保管してあります。アメリカではRC誕生
のお祝いをチャーターナイトと呼んでいますが、日本
では認証状伝達式と呼び、生まれた年の1年以内に開
催しなければならないと決められています。武蔵村山
RCでは1,000人のお客さまに来ていただこうと、当時
親クラブであった立川RCにお手伝いいただき各クラ
ブを訪問しました。都内クラブに行った時、見延さん
からニコニコをいただいていますとアナウンスされま
したが、払った記憶は無く、受付でお金を支払いした
際のお釣りをニコニコに回してくださったものでした。
ニコニコを出すことすら知らなかった新米時代の記憶
です。
武蔵村山RCのチャーターナイトは日産自動車のス
ポーツセンターを借りて行いました。非常に天気の良
い日で大勢のお客さまに来場いただき、全員に日産自
動車からダットサンの鋳物をプレゼントしていただき
ました。当時、発足クラブも多く、各クラブの会長に
なると、チャーターナイトを目指して全国に行くこと
が常識になっていました。当日はチャーターナイトだ
けで100回以上出席している有名な方にもお越しいた
だきました。現在はチャーターナイトは少ないですが、
機会があったら参加してもらいたいと思います。
当クラブの初代会長は渡辺一雄さん、2代目は原田
福夫さんで実質2年会長を務めていただきました。
3年度のガバナーは佐藤千寿さんでかなり厳しい方で
した。「サーブ」という言葉には宗教的な意味も含ま
れており、日本語と対の言葉でもその国の文化を知ら
なければいけないと話されていたのが印象に残ってい
ます。4年度会長は比留間義さんで非常に愉快な方で、
名前はヒルマ（昼間）でも夜もヨシですと自己紹介さ
れていました。6年度になると5周年記念事業として
市役所の前に植樹させていただきました。4月には埼
玉銀行（現りそな銀行）へ事務所を移転いたしました。
5月には国立代々木競技場で国際ロータリー大会が開
催され多くの会員が参加しました。

卓 話

～武蔵村山 RC45周年の軌跡～

見延 壽昭 会員

☆山本智治様（東村山ＲＣ）本日、お世話になります。
☆波多野晃夫会長⇒8月23日には、高尾山頂で楽しい夏の夜

の一刻を過ごすことができました。親睦委員会の皆様あ
りがとうございました。東京東村山ＲＣの山本智治様、

東京東大和ＲＣの浦川哲男様ようこそお越しくださいま
した。セルヒオ君、こんにちは。
☆新海正人幹事⇒東大和ＲＣ浦川様、東村山ＲＣ山本様よ

うこそおいで下さいました。よろしくお願い致します。
又、セルヒオ君前回の親睦会参加ご苦労様でした。

☆野島征会員⇒東大和ＲＣ浦川さん、東村山ＲＣ山本さん
お暑い中メーキャップ御苦労様です。

どうぞ楽しんで下さい。
☆比留間重次会員⇒先日の納涼会、親睦委員会の皆様御苦

労さんでした。楽しい一日を過ごせました。
☆藤野豊会員⇒浦川さん、山本さんようこそいらっしゃい

ました。
☆倉内淳会員⇒東大和ＲＣ浦川さん、東村山ＲＣ山本さん
本日はようこそいらっしゃいませ。新しい例会場になっ

てバタバタしてますが楽しんでいって下さい。
☆田中伸彦会員⇒東村山ＲＣ山本様、東大和ＲＣ浦川様よ

うこそいらっしゃいました。ゆっくりしていって下さい。
また先週の納涼会では親睦委員会の皆さん大変お世話に

なりありがとうございました。

◆ 今回計 ２９,０００円 累 計 ３２４,０００円

ニコニコＢＯＸ （ 嶋田 哲男 親睦委員 ）

幹事報告 新海 正人 幹事

〇ロータリーレート（9月）
1ドル109円（現行8月は111円）

〇東京福生ＲＣ・東京東大和ＲＣより事業計画書を頂
きました。

〇東京東大和ＲＣよりＩＭのご案内を頂きました。

〇九州北部豪雨義援金一覧が届いています。
（第2700地区へ送金）

〇訃報の件金井一三会員お父様。

〇駐車場の件
№15～20まで駐車可ですがカラーコーンは戻して
下さい。

〇事業計画書落丁の件
落丁があったら取り替えます。

〇本年度ＩＭのテーマ等
・ガバナー補佐よりの課題
7～8分の映像で提出するので、ご協力をお願いし
ます。


