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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1000 回(7 月 8 日)例会の記録
例会臨時変更

点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
お客様

※出席報告
会員数
36 名

例会 1000 回記念家族同伴夜間例会

稲見 淳会長
四つのテスト
益子君、
高須賀正雄様
吉澤忠洋様(入会予定者)
肥沼順子様(入会予定者)
趙 恩恵さん(米山奨学生)

出席者数
36 名

出席率
100％

前回修正
976.78％

会長の時間

点鐘

午後 6 時半

稲見会長

7 月より会長を務めさせて頂いております。今
日は例会 1000 回記念ということと、栗原年度が 6
月で終わりましたので感謝の意を込めて、夜間例
会を設けさせて頂きました。今日、会員は全員出
席です。そして先ほど坂本副会長からご紹介があ

りました通り、家族の方にも大勢参加して頂いて
おります。ありがとうございます。そして 3 名の
お客様もご紹介頂きました。小室会員紹介の吉澤
忠洋さん、寶積パスト会長ご紹介の肥沼順子さん、
このお二人は 8 月 1 日をもってご入会する予定で
すが、これはやはり会員皆様のご承認を頂かなけ
ればならないことですので、皆様ご協力お願い致
します。
今日の夜間例会は、第 1 回目の親睦の大行事で
すので、親睦委員長の東さんと執行部の皆様は随
分と話合い、力を入れて参りました。今日は是非
楽しんで頂き、次からの夜間例会や親睦行事にも
是非大勢参加して頂きたいと思います。
そして今日、7 月の年度当初に、若松パスト会
長ご紹介の清水幸彦会員、田中隆行会員ご紹介の
小林奈保絵会員のお二人の会員をお迎えすること
ができました。これはやはり、会員皆様の日頃の
ご協力と、ひとえに寶積増強委員長に色々とご尽
力頂きまして、お二人をお迎えすることが出来た
のだと思います。この年度の出発に際して 2 人の
増強と、そして皆様にご承認頂ければ 8 月 1 日に
2 人増えるということで、
本当に喜んでおります。
12 月にクラブ協議会で 5 名とお話しておりまし
たが、あと 1 名です。これは何とかなるのではな
いかと思っておりますが、色々とご協力頂きまし
てありがとうございます。
今日は 1000 回記念と同時に、栗原年度の会長
始め、宮野幹事、高田副会長、石川 SAA、役員の
皆様、本当に 1 年間お疲れ様でした。私と致しま
しては、楽しいロータリーライフを 1 年間過ごさ
せて頂いたと思い、非常に感謝しております。こ
れを今年度も是非続け、皆様にご協力頂き、良い
年度にしていきたいと思っております。ご協力宜
しくお願い致します。
今日は懇親会ということで、
「XK 徒」これは今
やマジック会では巨匠となっているそうです。し
かも年俸では No.1 だそうです。その「XK 徒」を
お呼びしておりますので、是非楽しんで頂きたい
と思います。また寶積パスト会長のご厚意で、尚
寿会のいきいき連に阿波踊りを舞って頂きます。
総勢 40 名でこの会場に花を咲かせて頂けるとい
うことですので、ご期待して頂きたいと思います。
今日のこの会を盛り上げることによって、私ど
もこの 1 年が、上手く楽しくできるように頑張り
たいと思っておりますので、是非皆さんのご協力、
宜しくお願い致します。

幹事報告

この席で是非ともお話させて頂きたいのですが、
小澤パスト会長、稲見会長より、ロータリー財団
への特別寄付を頂いております。本当にありがと
うございます。
例会のお話をさせて頂きますが、7 月 22 日、会
員卓話をお願いしておりましたが、この日に衆議
院議員の大塚拓先生に卓話をして頂けるとのお話
を頂きましたので、変更させて頂くことを、ご連
絡をさせて頂きます。宜しくお願い致します。
今後とも宜しくお願い致します。

前年度役員へ労をねぎらい花束贈呈

◆前栗原(憲)会長挨拶
皆さんこんばんは、本日は例会 1000 回記念とい
うおめでたい席に、前年度役員一同、花束と記念
品を頂きまして、ありがとうございました。
稲見年度が、1000 回記念を一つの節目として、
益々大きく発展頂きますように祈念致しまして、
簡単ですがお礼の挨拶とさせて頂きます。

前年度会員増強委員長に花束贈呈
◆前古谷会員増強委員長
今年も 2 名位予定しておりますが、何とか入会
して頂けるように、大いに盛り上げて行きたいと
思います。
)

≪)入)会)セ)レ)モ)ニー)≫)
会長告示が読み上げられ、清水幸彦君と、小林
奈保絵さんが新会員となられました。
推薦者の若松会員、田中(隆)会員よりそれぞれ
にロータリーバッジが進呈されました。

江原幹事

今年度、稲見年度に幹事を仰せつかりました。1
年間、どうぞ宜しくお願い致します。
稲見会長より縷縷お話がありましたので、私か
らは簡潔にと思っております。先ず会務報告です
が、こちらにつきましては、今日は割愛させて頂
き、次回にお話させて頂きたく思います。そして

)

【新入会員ご紹介】
◎若松会員(清水幸彦会員)
皆さんこんばんは、新入会員の清水幸彦さんを
ご紹介致します。
清水さんとはある会で 10 年来の付き合いをし
ています。大変素晴らしい方です。Ｓ21 年生まれ
の 68 歳です。九州長崎県の生野島の出身です。
明るくて協調性がもの凄くあり、我々の仲間とし
て直ぐに溶け込んで頂けるものと、期待しており
ます。趣味はゴルフで、非常にお上手です。
よろしくお願いします。
●清水幸彦会員
若松さんのご紹介で、当クラブに入会させて頂
くことになりました。会社はそろそろもう引退し
ようかという歳になっていますので、皆様のお仲
間に入れて頂きありがとうございます。早く皆さ
んと一緒に活動できるようにして行きたいと思っ
ております。
私は、自動販売機の仕事をしております。お世
話になっている方もおりますが、この機会にお世
話になっていない方にも、よろしくお願いしたい
と思います。

◎田中(隆)会員(小林奈保絵会員)
この度、縁がありまして、司法書士の小林奈保
絵さんを推薦致しました。彼女は非常に素晴らし
い方で、一言でいうと才媛才女で、女性で三人の
娘さんを私学の大学に行かせました。それはなか
なか男性でも大変だと思います。
仕事は司法書士で専門は成年後見業務をやって
おります。趣味はお酒です。
●小林奈保絵会員
私はこの度、田中さんのご紹介で入会させて頂
きました、司法書士の小林奈でございます。
只今、ご紹介がありましたが、成年後見業務に
特化しております。他に司法書士というと、土地
の登記や、裁判もします。債務整理もしましたけ
れども、2000 年(平成 12 年)に後見制度ができて、
10 年以上経ちますが、その頃から後見にかかわっ
ております。後見と言うのは、認知症の方、知的
障害の方、精神障害の方など、判断能力のない方
の財産管理等、身上加護というかお世話をしてお
ります。皆さんそういう方は、最初いろいろ問題
があって、不安を感じている訳です。後見制度を
使いまして、私が後見になりまして、いろいろ配
慮をしたり、お金の管理をしたりすると、だんだ
ん落ち着いてこられるんですね。その方たちが皆
さん何となく幸せになって行きます。それなので、
私はやりがいのある仕事をしていると、日々感じ
ています。
皆さんのお役に、もしかしたらなるかと思いま
すので、よろしくお願い致します。
)

・・・・・懇親会・・・・・)
司会進行
東親睦活動委員長
皆様本日は、総勢 59 名の方にご出席して頂きま
した。沢山の方においで頂きまして、本当にあり
がとうございます。
狭山中央ロータリークラブが 1993 年度に設立
し、この 21 年間、毎週、そして毎年、一回一回例
会を積み重ね、今日で第 1000 回目という記念の
日を迎えました。そこで、ここまでの狭山中央ロ
ータリーをけん引し、ご尽力を頂きました 12 名の
歴代会長を紹介させて頂きます。
･･･････歴代会長ご紹介･･･････
歴代会長、大変にお疲れ様でございました。

開宴の挨拶
小澤パスト会長
ロータリーの最大の
魅力とは、定款や細則に
従って毎週 1 回開催さ
れる「例会」」に出席す
ることで人生修養や会
員同士の親睦・情報交換
が可能になることです。
2570 地区の第 3 グル
ープで最後に設立され
た狭山中央ロータリークラブも、今年 7 月 1 日か
ら 22 年目の稲見年度になり、本日の例会が 1000
回という区切りの良い例会になりました。永い年
月を経れば当然到達する回数ではないかという見
方もできますが、このように区切りが良く、しか
も大台に乗る例会開催のチャンスは 20 年以上の
歳月を経なければ実現しないこと、その辞典の会
員でなければ遭遇できない例会であることなどを
考えれば「記憶に残る例会」と言っても過言では
ないと思います。私も創立会員の一人としてこの
例会に感慨無量な心境で参加させて頂いておりま
す。
ところで、このクラブの設立初期の一端の振り
返って見ますと、1993 年 5 月、狭山ロータリーク
ラブをスポンサークラブとした「新クラブ設立」
を目的に、同クラブの松本壽正氏(故人)が特別代表
になって「仮称・狭山中央ロータリークラブ」の
創立総会が狭山東武サロンで開催され、国際ロー
タリークラブへの加盟申請を行いました。引き続
いて新クラブ石山会長（故人）の創立年度の「仮
クラブ第 1 回例会」が同サロンで開かれました。
第 2 回目以降の例会は、95 年 5 月に現在の東武サ
ロンへ変更されるまで「割烹・喜代川」の 2 階大
広間で開催されたと記憶しております。
同年 6 月、加盟承認を受けて 7 月から 37 名（キ
ーメンバー13 名、チャーターメンバー24 名）の
ロータリークラブとして「第 1 年度目」の活動を
始めました。

当時はバブル経済が崩壊し社会が混乱していた
が、同年 11 月には 1000 人近いお客様を招待し「チ
ャーターナイトと呼ばれる国際ロータリー加盟認
証状伝達式と韓国忠武ロータリー
クラブとの姉妹締結式」が、翌 94
年 6 月には「創立 1 周年記念祝賀
会」が、新宿の京王プラザホテル
で盛大に開催されました。その準
備が大変だったことやクラブ指定
のブレザーを着て華やかな宵を過
したことなどを今でも鮮明に思い出します。
第 2 年度から 21 年度までの 20 年間は、会員の
方々のたゆまぬ努力と協調によって多岐に亘る有
益な活動が実行され、それが本年 7 月からの新し
い年度に引き継がれました。
21 年は物理的には長い期間ですが、感覚的には
アッという間に過ぎ去ったような感じがします。
振り返ってみますと、この間に出席した例会で意
義深く貴重な教えや体験をし、それらを通じて「親
睦･友愛の心や知識の豊かさを培う」ことができた
と思い心から感謝しております。
狭山中央ロータリークラブが本日の例会を初回
として 2000 回を目指し、更なる発展をされるよ
うご祈念申し上げお祝いの言葉とさせて頂きます。
乾杯のご発声
吉松パスト会長
乾杯の音頭は 1000 回
目ではなく、もっとたく
さんしていると思います
が、今日は 1000 回の記念
パーティーということで、
59 名の方が出席され、本
当に素晴らしいことでご
ざいます。
小澤パスト会長からお話がありました通り、私
が入会したのは昭和 54 年 5 月 4 日で、37 年ロー
タリーに入っております。狭山ロータリークラブ
から移籍をし、中央ロータリークラブを立ち上げ、
今日まで来たということでございまして、新しい
方がお入りになったり等色々なことがありました
が、ロータリーは続けて行かなければ駄目だとい
うことですので、是非とも和気あいあいの内に、
素晴らしいロータリーであることを祈念申し上げ
ます。
それではみなさんご起立頂いて、乾杯の音頭を
取らせて頂きます。戦争のない平和な国を作るの
がロータリーでございます。アメリカからきたロ
ータリーが如何に素晴らしいかを、今日皆さんの
おかげで平和な国を作って頂いておりますが、ま
すます平和が続きますことを祈念致しまして、皆
様方のご健勝とご多幸を祈念申し上げまして、大
きく乾杯させて頂きます。

中締め
若松パスト会長
狭山中央ロータリーク
ラブの 1000 回記念、楽し
んで頂けたでしょうか？
稲見年度のスタートに凄
い企画を沢山されており、
感心をしながら、酒を飲む
間もなく、色々な出し物を
楽しんでおりました。時間
が短いと思うほど、あっと
いう間に過ぎましたが、恐らく皆さんも一緒なの
ではないかと思います。
いきいき連のリズムが耳に染みついて、帰りに
女房を置いて一人で踊って帰るのではないかと思
って心配しておりますが、明日ぎっくり腰で立て
なくなるとまずいので、そうしたことが無いよう
にタクシーを呼んで帰ろうと思います。
狭山中央ロータリークラブの益々の発展と、今
日ご参会の皆様の益々のご健康をご記念申し上げ
ます。
大締め
寳積パスト会長
皆さん楽しかったでしょう
か？とても楽しかったです。
ロータリーとは、学び奉仕
することも重要ですが、まず
楽しくなければいけないと思
います。もし皆さん楽しいと
思いましたら、皆さんの周り
にいる方に、ロータリーは楽
しい所だと是非お声掛け頂き
たいと思います。増強委員長
です。
楽しい仲間を沢山集め、これからも狭山中央ロ
ータリークラブが益々繁栄するように、3 本締め
をさせて頂きます。ありがとうございました。

･････全員で手に手つないで･････

万歳三唱
宮岡パスト会長
本当に久しぶりで、
私の顔を忘れた人も多
いと思いますが、今日
は久しぶりに狭山中央
ロータリークラブに来
て、1000 回と聞いて驚
いております。私は何
回出席したのだろうと
思いますが、振り返っ
てみますと色々なことがありまして、小澤さんの
顔を見ますとすぐに思い出が浮かびます。
私は昔、困ったときの宏太郎などと良い時期も
ありましたが、今は見かけ倒しの宏太郎と言われ、
全然問題にはされておりません。しかし久しぶり
に中央ロータリークラブに来てみましたら、知ら
ない人も多くいて、やっぱり中央ロータリークラ
ブは発展しているのだと、それはやはり寶積さん
など、色々と頑張っている人がいるからだと思い
ます。
私もこれから、飲むときだけ来る宏太郎ではな
く、例会にも出席し、何人か増強もしたいと思っ
ておりますので、あまり忘れないで頂きたいとい
うことが本音でございます。
1000 回を記念し、万歳三唱ということで、ご唱
和お願いしたいと思います。

★マジックショウ「ＸＫ徒」

イルージョン

会長がギロチンに挑戦！
危ない！
会長の首が・・・・

★阿波踊り

尚寿会・いきいき連

◆素晴らしいパフォーマンスで、ご出席の皆様を
魅了して下さいました。

稲見君

栗原前会長、お疲れ様でした。宮野幹事、
高田副会長、石川ＳＡＡお疲れ様でした。
今日の夜間例会、親睦一同、力を入れて
ます。一年間よろしくお願いします。
江原君 本日は狭山中央ＲＣの記念すべき 1000
回目の例会でもあり、ご家族の皆様と共
に楽しいひと時を過ごして頂けますよう
よろしくお願い申し上げます。
寳積君 「いきいき連」今年、初の祝い舞です。
今年は入間川の七夕は出ませんが、タッ
プリご覧下さい。
吉澤さん、肥沼さん、８月からお待ちし
ています。
栗原(憲)君 記念品と花束ありがとうございまし
た。例会 1000 回記念おめでとうござい
ます。前年度はお世話になりました。
栗原(成)君 一回一回の点鐘が積み重なって、
1000 回の歴史が出来た事に感謝します。
守屋君 盛大な例会 1000 回記念、誠におめでた
い限りです。感謝いたします。
中谷君 例会 1000 回記念おめでとうございます。
次は 2000 回目指して頑張りましょう。
狭山中央ＲＣは永久不滅です。栗原年度
役員の皆様、一年間ご苦労様でした。
沼崎君 1000 回記念例会おめでとう。2000 回ま
では生きていませんから、よろしく！
小幡君 例会 1000 回記念にあたり、役 1000 分の
950 回出席致しました。卓話を通じ、大
変、人生勉強させて頂きありがとうござ
います。
奥富君 稲見会長よろしくお願いします。例会
1000 回記念おめでとうございます。
小澤君 私が 11 年目の会長を務めさせて頂いた
際にＳＡＡを稲見さんに務めて頂きまし
た。完璧な例会を運営して頂き、感謝致
します。その稲見さんがその 11 年後に会
長に就任されました。何か縁を感じてお
ります。頑張って下さい。
坂本君 記念すべき 1000 回例会が、全会員と多
数のご家族のご出席とお客様のご臨席を
頂き、誠にありがとうございます。
柴田君 本日は 1000 回記念、良かったと思いま
す。末永くロータリーライフが出来ます
様に。
清水君 新入会員の清水です。よろしくお願い致
します。
田中(八)君 何故、今日まで続いたのか信じられま
せん。

若松君

清水さん、ご入会おめでとうございます。
これからもよろしくお願いします。
吉松君 稲見会長の船団がいよいよ出発しました。
船長の行き先は素晴らしい“幸せのＲＣ”
として、大いにコントロールして下さい。
素晴らしいＲＣの旅でありますように。
狭山中央ＲＣ古い美女軍団
1000 回記念例会、おめでとうございます。
美女軍団ますます美に磨きを掛けて参り
ます。これからも、よろしくお願い致し
ます。たまに毒も吐きますが、広い心で
お許しを！！
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