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●本日の司会        （本田 征勇 SAA） 

 

●開会点鐘         （柴田 康好会長） 

 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

東京昭島ロータリークラブ 伊藤 僡彦様 
 

米山奨学生 ネジュリ・オセアンさん 
 

●会務報告         （柴田 康好会長） 

 

5 月 18 日（土）東京小金井さくらロータリークラブの

創立 20 周年記念式典に出席をいたしました。 

私事ですが、当クラブに私の息子が入会したいと言っ

ておりますので、その節にはよろしくお願いいたします。 
 

●幹事報告         （荒川 義昭幹事） 

 

5 月 20 日（月）次年度の役員、理事、委員長の方々と

地区協議会のために品川まで行って参りました。当クラ

ブからは 11 名が参加をして、1 日かけて勉強をして参り

ました。 

 

●卓話「他クラブをメイクアップして 

・・・例会情報」西野 勝介情報委員長 
 

皆さん、今晩は、今日は、情報

委員長の卓話の時間を頂きまし

たのでロータリーの情報をお伝

えいたします。 

先月、バンコクのロータリーク

ラブをメイクアップしました。タ

イには、30 クラブ程、ありますが、

唯一、日本語で例会を行っている

クラブです。ここは、夜の例会で、会員は 21 人です。例

会場は、タイと日の丸の国旗が掲げられ、国歌も 2 ヶ国

を斉唱します。続けて、ロータリーソング、「四つのテス

ト」を唱和します。少人数のクラブですが、キチッとし

た例会、しっかりしたクラブの印象です。 

次に、ここのクラブの奉仕事業とは、日本のロータリ

ークラブの支援協力によって日本の放置自転車を集め、

タイの学生に貸し出す事と学校の図書室の整備、図書の

贈呈をしています。その目的は、タイの多くの学生は、

炎天下、徒歩で一時間以上の通学をしています。その過

酷さを緩和する為の自転車の貸出しプロジェクトです。

最近の日本からの支援は 5 月 20 日、鈴鹿シティ RC が図

書の贈呈、27 日は、加賀中央 RC が図書の贈呈を、さら

に、来年の 40 周年に自転車贈呈と浄水器設置の予定で、

6 月 28 日は群馬境 RC が自転車の贈呈をします。来年度

には、芦屋川 RC と三島せせらぎ RC が自転車の支援を決

定し、福岡浮羽 RC が図書と、浄水器の支援を希望してい

ます。このように、日本中のロータリークラブが沢山、

支援しております。今日の話は、この事業を推める事で

はありません。ロータリー情報の一つとして、理解して

いただければと思います。 

次に多摩中グループの例会情報をお伝えします。 

先ず、昭島 RC ですがロータリー三大義務の一つ、「ロ

ータリーの友」購読の奨励を例会プログラムにしていま

す。毎月、担当委員が第一例会に「友」の中から、重要

記事を抜粋して 5 分に、纏め、読んで広める事と、ぜひ、

読んで欲しい推薦記事を会員に知らせていることです。 

次に立川RCは多摩中の中でも一番古く、会員も 100人、

出席率も高く、会場の広さ、テーブルの数・・・出席者

の多さ・・・それだけでもビックリ、圧倒されます。そ

の凄さがロータリークラブの見方、そして視野が広がる

かも知れません。 

次は、立川こぶし RC には「バンド同好会」があります。

エレキギター、尺八、横笛、などの 6 人編成です。立川・

こぶしのガバナー訪問の際、同好会のバンドのロータリ

ーソング斉唱の演奏をしました。これを見て、私は、昭

和館の IM に演出の意味も込めて、こぶしの同好会バンド

にロータリーソングの演奏をしていただきました。グル

メ、囲碁、旅行、陶芸など。・・・3 人寄れば同好会です。

どなたか立ち上げてみてください。 

次に国立 RC の会報カメラマンの知恵でしょうか？こ

この会報カメラマンは演台に立たれる人より先に待機し

て、写真を真正面から素早く撮って下がります。会報に

真正面を向いた、顔写真を載せる為の工夫と思います。 

次は国分寺 RC の最終例会引き継ぎ式です。壇上で本年

度の会長から次年度会長へと手渡しします。これが今年

度から、来年度への厳粛？な引き継ぎの儀式です。また、

国分寺親子クラブは忘年例会と最終例会は互いに会長、

幹事が出席する習わしだそうです。 

次は武蔵国分寺 RC です。ここは、会員の活動がひと目

で分かる様に、週報とは別に、毎週、報告とスケジュー

ルを配布しています。会員が「いつ」、「誰が」「何を」、

これから「何をする」・・・と分かる様に周知されていま

す。情報の伝達、豊かさがここのクラブの活気溢れる一

つの要素とも思えます。「情報豊かなクラブは活気に溢れ
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ます。」、「情報の少ないクラブは停滞します。」・・・と、

あるパストガバナーがおっしゃっていました。 

さて、小金井 RC ですが、ここのニコニコの発表に特徴

があります。ニコニコ提供者が名前を呼ばれると、起立

して、コメントが終わるまで、立っています。これはニ

コニコ提供者を尊重する意味で、目立つように立っても

らうのでしょうか。それと、ここのクラブは高出席率で

すが、会員の出席時間（30 分位前）も早く、その早さと

出席率の高さは比例するものでしょう。それから、新会

員の入会式、その時に所属する委員会を発表しています。 

次に、三鷹ロータリークラブですが、ここは、毎週、

伝統的な例会をしています。ソングリーダーの指揮と、

電子オルガンの演奏の元、ロータリーソングと共に「童

謡」を歌います。続いて「四つのテスト」を全員で唱和

します。・・・余談ですが例会に童謡を歌う意味は、1905

年、シカゴの四人によって、ロータリークラブが生まれ、

2,3 年後、クラブ内で親睦派と奉仕派が激しく対立してい

ました。ある時、例会で 2 つの派が大激論で対立、「真 2

つ」になりそうになった時に、5 人目に入会した歌好きの

『ハリー・ルグルス』が机の上に立って歌を歌い出しま

した。そのうち、全員が大合唱になって激論、対立がそ

の場は収まったということです。その時に歌われたのが

童謡でした。童謡は・・・童心・・・少年の心になる。・・・

それから例会には必ず歌（童謡、唱歌）を歌うようにな

り世界に広がりました。・・・例会の歌の始まりです。 

三鷹ロータリーが「童謡」を歌われることは、「ロータ

リーの歴史を」歌う・・・と、捉えて、伝統を受け継ぐ

「オ―ソドックスな例会」と感じさせていただきます。 

三鷹では簡単な作りですが、毎週会報が出ます。その会

報には、その日に歌われる童謡の歌詞が印刷してありま

した。それから、誕生記念品ですが、記念品は会長より

一人ひとりに壇上で手渡しです。そして、皆が、揃うと、

バーステーソングの合唱です。少し照れくさそうでした

が、温かい誕生祝いでした。 

当クラブも、以前は、例会で、童謡も歌い、全員で「四

つのテスト」を唱和し、誕生祝品も、会長から手渡しで、

拍手で祝いました。 

 時間になりましたので、この辺でクラブ例会情報を終

わります。 
 

 
バンコク・スリウォン ロータリークラブのバナー 

 

●ニコニコ BOX発表   （石岡 孝光親睦委員） 
 
 

○柴田会長 西野さん卓話楽しみにしています 
 

・荒川幹事 西野情報委員会委員長卓話ありがと

うございます。 
 

・伊藤会員 西野様、卓話ありがとうございました。 

 

・小島会員 西野さん、本日の卓話ありがとうござ

いました。これからもご教授よろしく

お願い致します。 
 

・須田会員 西野さん卓話ありがとうございます。 
 

・蜂巣会員 西野様、本日の卓話よろしくお願いし

ます 
 

●出席報告     （ネジュリ・オセアンさん） 
 

 
 

会員数  47 名 出席義務会員  45 名 
 

本日の出席 28 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告 

 

★石岡 孝光社会奉仕委員長 
 

皆様にご協力いただき、集めて

おりましたペットボトルのキャ

ップを NPO 法人エコキャップ推

進協会へ持って行きました。 

数量が 75 キロで個数が 32,250

個になりました。これによりポリ

オワクチン 37.5 人分を購入する

ことが出来ました。ご協力ありが

とうございました。 
 
 

★小島 弘明親睦委員長 
 

先日、6月 22日（土）・23日（日）

の親睦旅行のご案内を皆さんに

FAX させていただきました。 

締切を 23 日（木）とお知らせし

ましたが、今月中で結構ですので、

ご家族共々、ご参加をよろしくお

願いいたします。 
 

●次週例会予定  （蜂巣 義和プログラム委員） 

 
 
 
 
 
 
 

5 月 29 日（水） 

卓話 平畑 秀東会長エレクト 
 

●閉会点鐘         （柴田 康好会長） 


