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２０２2～２3年度東京武蔵村山ロータリークラブテーマ

今までの５０年に感謝して、これからの
５０年のクラブの継続をみんなで考えて行動しよう

第５1代会長 比留間一義

9月 7日 （水 ）

全員クラブ協議会

卓 話 「 会 員 増 強 温 故 知 新 」

波多野 健 会員増強委員長



・点 鐘 比留間 一義 会長

・進行 新海 正人 会場運営副委員長

・斉 唱 「奉仕の理想」

ソングリーダー： 新海 正人 会員

・ニコニコBOX発表 田中 伸彦 親睦委員

＊比留間一義会長・荒井孝育幹事⇒波多野健会員増強委員長

殿、本日の卓話宜しくお願い致します。

＊後藤正次会員⇒村山団地内の都営団地建替工事を落札致し
ました。地元工事なのでガンバリます。

工事代金7億7,000万円でした。
＊藤野豊会員⇒半年に渡る入退院によりクラブ並びに皆様にはご

迷惑をおかけしました。
完治したとは思いますが、しばらく通院は続きます。

50周年実行委員会の活動もお任せで申し訳ございません。

◆今回計 17，000円 累 計 354,000円

ニコニコＢＯＸ

・出席報告 酒寄 好夫 会場運営委員

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

30名 26名 89.66% な し

今
日
の
お
弁
当



○クラブジャケットについて
・クラブジャケットアンケートにて決まった事

（回答２８名）
１．色 ネイビー
２．シングル
３．裏地グレー？ボタン検討している。
4. 名前入れます。
5．８月３１日に採寸。３０分刻みに４名出来ます。

・時間配分用紙を配分しました。時間配分用紙に
都合が会う時間帯にチェックしてください。案内用
紙は８/26（金）までに幹事にFAXにて返信してくだ
さい。追って時間帯を連絡します。

○地区公共イメージ部門会議〔Zoom〕ご案内
・日時：8/19（金）
変更前：16:00～17:30→変更後：16:30～17:30

○日本ロータリー学友会 総会のご案内〆切9/22
・日時：10/22（土）鎌倉パークホテル13時～20時

10/23（日）鎌倉覚園寺 9：30～13：00

○第6回地区インターアクト委員会開催のご案内
・日時：9/27（火）15時～
・場所：ガバナー事務所（対面・オンライン併用）

○青少年交換来日学生歓迎懇親会のご案内
・日時：9/25（日）17：30～登録開始 〆切9/9
・会場：学士会館210号室

○例会臨時変更
・東京ベイRC 8/18通常例会→休会

・幹事報告 荒井 孝育 幹事

○2022-23年度RI会長より創立50周年に対する表
彰状が届いております。

○社会奉仕部門通信8月号

○コーディネーターニュース9月号

○ハイライトよねやま269号

○ポリオTシャツデザイン変更のお知らせです。
・世界ポリオデー2580ポリオTシャツにつきまして、
国際ロータリーの基準に適合しない部分があった
為、基準通りの形でより分かりやすくデザインを変
更致しました。

○第2580＆2620地区米山記念奨学生合同合宿
研修の件

・新型コロナウイルスの感染再拡大に鑑み宿泊中止
・9/3（土）市ヶ谷APにて研修 13:30～16：30
・9/4（日）三島研修（米山記念館・三島大社）

9：00三島駅集合

○第 20 回記念ロータリー全国囲碁大会のご案内
・日時：11/5（土）09：30登録受付
・会場：東京・市ヶ谷の日本棋院本院1階対局室

・会務報告 比留間 一義 会長



・卓 話

「会員増強温故知新」

波多野 健 会員増強委員長

（挨拶）
ロータリー歴７ヶ月と三週目、波多野健です。
２３５５回例会が 初の例会、その時の挨拶では
２３５５回が私の１回目の例会と挨拶した。
市議会議員であるとともにフリーアナウンサーでもあ
る。
その私が、会員増強委員長！右も左もわかんない
のに？
委員長に推薦していただいた会長・幹事の勇気に
大変感謝するとともに、不安でいっぱいの私がいる。

（過去の増強委員長）
クラブ概況を見ると、おぉ〜おぉ〜みんな通っている
道なのね〜。
よちよち歩きの委員長をお支えいただくメンバーは
皆さん、過去に会長や増強委員長をされているメン
バーだった。今の武蔵村山ロータリークラブがあるの
も過去の増強委員長を中心に会員の皆さんのお陰。
ご指導いただきながら進めていく。

（自己紹介）
さて、ざっくり半年のロータリアンなので、少し自己紹
介をしないと、いけないな〜と感じている。
フリーアナウンサーと書いてあるが、みなさんご存知
のことと思うが、武蔵村山市議会議員でもある。
１９７３年生まれの４９歳。武蔵村山生まれ、武蔵村
山育ち。
杏林大学大学院保健学研究科・分子生物学専攻、
保健学修士のフリーアナウンサー。
大学院修了後、今はなき、報道・情報専門局「朝
日ニュースター」のアナウンサーとして勤務後、音声
だけで表現するメディアを経験したいと思い、TOKY
O-FM系列の新潟のFM局に就職。
アナウンサーだけでなく、マネジメントも学んできた。
新潟の局を退職後、現在の事務所、生島企画室に
所属している。
自分が出演するだけではなく、番組のディレクターや
記者、営業もやってきた。
ちなみに、某アイドルグループのレッスンなどもやっ
た。
元々、報道がやりたくて入った世界、しっかり伝える
こと、わかりやすいこと、を考えているうちに、政治報
道が多くなって、現在に至る。
なので、意外とやわらかい番組からカチカチの番組
まで、バラエティに富んだ仕事をしてきた。

（私とロータリーとビフォーアフター）
ロータリークラブに推薦をいただいたのは波多野晃
夫さん。
入会までの話をしたい。
ある意味、入会したてだからこそできる新鮮なお話。
自分のメモがわりにもお話したい。
初にお誘いいただいたのは、おそらく４年くらい前。

「健さん、ロータリークラブに入らないか？」という問
いかけ。
なぜ、４年もかかったのか？
そこには高い年会費、参加できる時間、ロータリーっ
て何？、そもそも楽しいのか？というおもに４つの不
安と疑問があった。
まず、年会費が高い！お金がかかる！。
そもそも、どんな活動をしていてもお金はかかるもの。
と考えると意外とクリアできた。
どうしてもplaying manager、損得を考えてしまうと難
しくなってしまう。でも捻り出さないといけない。
次に、水曜日のお昼時に行けるのか？という疑問。
今の仕事を考えると、年に４か月は議会があり、出
張もある。
Playing managerにとってここは一番のプレッシャー。
ところが入会してみたら、なんとzoomを使ったハイ
ブリッド例会がある。これには驚き。
ロータリークラブの入会を躊躇っている人の多くはこ
の例会の出席なのではないかと感じている。
この事実を知らないから、「入ってもな〜」という気持
ちになってしまう。
確かに、この前、新潟から生中継をしたが、実はちょっ
とつまらない。
一人ホテルの部屋で画面に向かっているよりも、例
会に出た方が楽しいな、という気持ちになる。
例会に出席したいけど、仕方なく欠席の場合の方
法としては現時点では 良の方法だと思う。
そして、格式の高いロータリークラブ、５０年という歴
史のある武蔵村山ロータリークラブであり、私が入っ
ても良いのか。
これは完全な杞憂だった。皆さん声をかけてくださり、
分からないことがあれば熱心に教えてくださる。
後に、そもそもロータリーって楽しいのか？

これは人によるでしょうが、こればっかりは入ってみ
なければ分からなかった。
新たな出会いもできた。昔から知っている方とは視
点を変えた話もできる。
この半年間は楽しく過ごすことができている。
委員長になっても「一緒にやろうぜー」的な言葉が
飛び交う。嬉しい限り。
おそらく、入会を躊躇っている方のほとんどがこれら
の不安と疑問を持っていると思う。



◇ 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 比留間一義 ◎ 幹 事 荒井 孝育
○ 副会長 佐藤 貢 ○ 副事 宮﨑 正巳
□ クラブ会報委員長 内野 均 副委員長 比留間健一

委員 波多野晃夫、嶋田哲男、阿久津圭吾
井上昇一、倉内哲

東京武蔵村山ロータリークラブ

事務局/例会場 西武信用金庫村山支店2階
〒208-0004東京都武蔵村山市本町2丁目91-1
ＴＥＬ：042-520-3251/ＦＡＸ：042-520-3252
Ｅメール：t-mmrc＠crest.ocn.ne.jp
●例会日：毎週水曜日 12:30～13:30

・閉会の点鐘 比留間 一義 会長（知らないことばかりのロータリー）
入会前の話をしたが、入会後は初めての事ばかり。
そりゃ当然。
こればかりは例会や会合を繰り返して教えてもらうし
かありません。ここにいらっしゃる方、全員が先輩。
繰り返しご教授を。
今日の日を迎えるまでの１ヶ月間ロータリークラブか
ら送られてくる資料を読み漁っていた。この作業意
外と嫌いではない。
クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青
少年奉仕…さまざまな奉仕があり、私に今できるこ
とは何か？武蔵村山ロータリークラブについて知っ
て、楽しくすることが大事かな？と考えている。
ここまで、自分のことをお話しさせていただいた。実
のところ、自分の話をするしかなかったのが現状。
経験していないからこそできた話としてお許しを。

（お願い）
そんな訳で、やっと例会で何を言っているのかわか
るようになってきたという程度のよちよち歩きの委員
長。勉強している間に、会員増強委員会には新会
員の勧誘とともに、現会員の退会防止…があった。
皆さん、やめないで。
昨年度の増強委員長の田中さんは「今までの良い
ところは継承しつつ、変えられるところは変えて、今
の時代にあったロータリークラブを作り、若い人たち
にももっと理解してもらい、みんなが充実してロータリー
ライフを楽しんだり、社会に奉仕できるようにしなけ
れば、若い会員は増えていかない」とした上で、「よ
り良いロータリークラブを作り、会員増強につなげて
いければ良いと思う」と話している。
先程の不安と疑問は皆さんが持っていた可能性が
ある。しかし、直近で入会した私はこう思っていた。
ぜひ、入会を躊躇っている方には、ロータリークラブ
も入ってみるとイメージが違うかもよ、というお話をし
ていただけると、不安や疑問は取り除けるのかもし
れない。
会員増強には、皆さんの協力が必要。今期もまだ
始まったばかり、皆さんの周りをもう一度見渡してい
ただいて、候補を探していただければと思う。年間
の予定表を見ると、来年１月にオープン例会が予定
されている。委員会としても、皆さんのバックアップ
をするとともに、会合を繰り返してアイデアをまとめて
いきたいと考えている。オープン例会の開催にあたっ
ては各委員会の皆さんのお力も必要。重ね重ね協
力をお願いする。
会員増強１０人というのは委員会にとっても重い重
い目標。
委員会の皆さんのお力を借りて、私も達成に向けて
努力をしたい。


