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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(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1027 回(2 月 10 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
ビジター
※出席報告
会員数
３９名

稲見 淳会長
四つのテスト
小室君、栗原(憲)君
佐々木圭様

出席者数
３０名

副会長の時間

出席率
75.68％

前回修正
86.49％
坂本副会長

皆さんこんにちは、会長の時
間を代行させて頂きますのでよ
ろしくお願い致します。
先週の２月３日の例会の時に
慣例になっております、親睦活
動委員会より結婚記念日のお祝
いの品を頂きまして、ありがと
うございました。
私が結婚致しましたのが、1966 年 2 月 20 日で
すので、今回で４９回目の記念日を迎えることと
なります。私自身、旅行も好きなので結婚記念日
月に節目の旅行として、過去には色々な国内外を
問わずに出かけて来ました。例えば、札幌雪祭り
や網走の流氷船ガリンコ号に乗っての、１メート
ルもあろう流氷を割りながら進む流氷観光等も行
きましたが、私自身危機管理上も含め比較的温暖
なところを選ぶようになりハワイやグアム島そし
て九州等、永年に亘り色々なところを観光して参
りました。
趣味の一つでもあります野球ですが、夏は特に
甲子園球場で開催されます全国高等学校野球選手
権大会が楽しみで、その大会で活躍された選手や
話題になった選手がその後の去就を非常に楽しみ
にしておりました、ドラフト制度でどの球団が指
名し、その後の活躍も興味を持つようになりまし
て、２０年位前から話題になってプロ入りをした
選手の２月１日から始まるキャンプを毎年観に行
くようになりました。主立った選手を挙げてみま

すと、読売巨人軍の宮崎キャンプでは高橋由伸選
手、松井秀喜選手、宮崎日南での広島カープの江
藤選手のちに読売巨人軍に移籍をして来ました。
宮古島では巨人からオリックスに移籍した清原選
手を、沖縄では当時横浜ホエールズの守護神と言
われた佐々木投手、更に日本ハムのダルビッシュ
有投手、そして記憶に新しいところでは、２年前
に２刀流で話題になった花巻東高校の大谷投手は
メジャー入りを希望していたようですが、日本ハ
ムがドラフト１位で指名をし、栗山監督の熱意が
伝わり入団が決定した。その大谷選手のキャンプ
も観に行くことに致しました。高校生ルーキーと
は言え、話題も期待も大きい選手でしたので、１
軍の名護球場でのスタートとなると思い、ホテル
を名護球場近くの恩納村に位置するＡＮＡインタ
ーコンチネンタル万座ビーチリゾートホテルを予
約しておきましたところ、大谷選手は国頭村にあ
ります２軍からのキャンプスタートとなりまして、
ホテルから国頭村球場までは片道５０Km 以上も
離れており、鉄道もない沖縄での移動手段で色々
と検討した結果、走行距離に関係ない時間貸しの
タクシーを６時間 18,000 円でチャーターし、約１
時間強、掛けて観に行きましたところ、県内外を
問わず若い女性のファンも多く訪れており、数年
前に話題を呼んだ早稲田のハンカチ王子こと斉藤
裕樹投手や今年オリックスに移籍しました小谷野
選手も調整も含め２軍からのキャンプスタートを
しており、その中でも大谷選手はひときわ人気を
集めておりました。報道関係者や野球解説の方々
も多く取材に訪れていました。その中で、特に目
を引いたのが元巨人軍投手の桑田真澄さんもおり
ました。私の女房は握手をして頂き大変喜んでお
りました。
昨年は、楽天イーグルスがドラフト１位指名の
桐光学院・松井裕樹選手を楽天のキャンプ地、沖
縄本島より西に約９８Km 離れた久米島に２月１
日から３日間、当時星野監督が率いる１軍と大久
保２軍監督が率いるキャンプを観てきました。宿
泊をしていたパレスホテルから２Km ほど離れた

ところにある久米島球場は、室内大型練習場及び
ピッチング練習場もあり、設備としては十分整っ
ており、新人の松井選手を初めベテラン選手の熱
の入ったこれがプロというキャンプを観ることが
出来ましたが、残念ながら一昨年球団創立９年目
にして、シーズン２４連勝で貢献した田中マー君
も新ポスティングシステムが 2013 年 12 月 23 日に
決定し、大リーグのヤンキースに当時７年間で１
６０億強の契約で移籍したため、日本一後の昨シ
ーズンは最下位という成績で終わってしまいまし
た。
久米島の観光スポットは「はての島」という砂浜
がとくに有名ぐらいで、その他は町営で経営され
ています。大型のジャグジー風呂や、温泉プール
も兼ね備えたバーディーハウスがあります。私も
キャンプを観た後、この施設を利用させてもらい
ました。練習を終えた松井稼頭央選手や他の選手
数名も利用していました。鍛え上げた肉体は目を
見張るものがありました。また、タクシー料金の
安さには驚きました。ホテルにタクシーを呼んだ
のですが、送迎料はなしで初乗りは４３０円とい
うその安さにはびっくりしました。更にお笑いで
お馴染みの仙台気仙沼出身のサンドウイッチマン
が仙台放送局の取材で球場入口付近にいたところ、
サインや一緒に写真を撮らせて頂き楽しいキャン
プめぐりが出来ました。
今年の新人も有望な選手が沢山いる中で,１月 11
日,日曜日の新聞に日本ハムに入団した有原選手
が自主トレを千葉県鎌ヶ谷市にありますファイタ
ーズスタジアムで初め、栗山監督も有原選手に対
し、怪我明けのため慎重に２月１５日の紅白戦に
全力で動ければいいという談話の新聞記事を朝見
て、ファイターズスタジアムまでの距離と時間を
計ってみましたら、入間市から羽田空港までの距
離と同じくらいの 96Km、90 分位で行けそうなの
で、自主トレを観に行きましたところ、一昨年２
軍キャンプで観た、斉藤選手も自主トレに励んで
おり、１・２軍の各選手がそれぞれの思いで練習
を行っておりました。そして翌朝の朝刊を見ると
「大谷、日本一を誓う、故郷で成人式」の見出し
のもと、岩手県奥州市で行われた成人式に出席し、
「一番近い夢は、優勝して日本一になる」ことと
成人の誓いを立てたという新聞記事と、今年は１
５勝１５本のホームランそして最速 170km の投球
を目指すという目標に向っての自主トレを行って
いるという情報も聞き、今年のキャンプめぐりは
日本ハム大谷選手のキャンプを１月３１日に沖縄
に行き、２月１日のキャンプ初日の様子を観て参
りました。
皆さんのお手元に配布させて頂いてます翌日二
日の新聞の見出しでも二刀流「前進する」俺が主
役の見出しの通り実際２月１日のキャンプの状態
を見ていますと、３年目という事で落ち着きと体
調の良さチームに溶け込んだ様子それと大谷選手

が身に付けている人柄等も含め、自信を持ってト
レーニングをしておりました。また、大谷選手が
移動するたびに報道陣やカメラマンも大移動をし
ていました。他には中田選手、齋藤選手等天候に
も恵まれての 2015 年２月１日日本ハムキャンプ
の初日を見てきました。
いろいろとお話をさせて頂きましたが、人生には
山あり谷ありと言われますが結婚４９年目を向え
ゴロ合わせではありませんが、始終苦労の人生で
したが、詩人の吉野弘の「祝婚歌」がありますが、
その詩のような気持ちを大切にしながら人生が送
れればと思いますので、読ませて頂きます。
「祝婚歌」
吉野弘
二人が睦まじくいるためには
○
愚かでいるほうがいい
○○○立派過ぎないほうがいい
○○○立派過ぎることは
○○○長持ちしないことだと
○○○気づいているほうがいい
○○○完璧をめざさないほうがいい
○○○完璧なんて不自然なことだと
○○○うそぶいているほうがいい
○○ 二人のうち どちらかが
○○○ふざけているほうがいい
○○○ずっこけているほうがいい
○○ 互いに非難することがあっても
○○○非難できる資格が自分にあったかどうか
○○○あとで疑わしくなるほうがいい
○○ 正しいことを言うときは
○○○少しひかえめにするほうがいい
○ ○正しいことを言うときは
○○○相手を傷つけやすいものだと
○○○気づいているほうがいい
○○ 立派でありたいとか
○○○正しくありたいとかいう
○○○無理な緊張には色目を使わず
○○○ゆったりゆたかに
○○○光を浴びているほうがいい
○ ○健康で風に吹かれながら
○○○生きていることのなつかしさに
○○○ふと胸が熱くなる
○○○そんな日があってもいい
○ ○そしてなぜ 胸が熱くなるのか
○○○黙っていてもふたりには
○○○わかるのであってほしい
以上のような、心構えを持ち続けながら節目の
５０年目を迎えられれば良いと思っております。

幹事報告

江原幹事

1. 地区より第２回ロータリー財団セミナー及び
補助金管理セミナーのお知らせ。
2. 2015 年サンパウロ国際大会、第 2570 地区ガ
バナーズナイトのご案内が来ております。
3. 日韓台対抗戦「第 16 回ロータリー国際囲碁大
会」のご案内が来ております。
4. 地区ローターアクト、地区年次大会開催のご
案内が来ております。
5. コーディネーターニュース 2015 年３月号
「第３ゾーン・ロータリー戦略計画推進セミナー」報告
6. 例会変更 飯能 RC 所沢東 RC 入間南 RC
7
受贈会報 飯能 RC 所沢西 RC.

米山奨学生報告

趙

恩恵さん

皆様こんにちは、米山奨学生
の趙恩恵です。
1/10,11 と嵐山にある国立女性
教育会館において１５年度の
米山奨学生の行われてそのお
手伝いに行ってきました。６０
名以上の留学生が面接に来ていました。今年はと
ても優秀な学生が多く来ていてその中に自分でロ
ボットを持ってきて紹介している学生がいました。
今の米山奨学生はだいたいアジアの国の人がおお
いのですが、ドイツやミャンマーの国からも面接
に来ていて、色んな国の留学生と会うことが出来
て、楽しい時間を過すことができました。昨日、
去年の成績がでました、１年生と２年生の成績よ
りもっと良い成績でした。
米山奨学生になり皆様に支援して頂いたお陰で良
い結果になりありがとうございました。これから
も頑張っていきたいと思います。よろしくお願い
致します。

《)会員 3 分間スピーチ)》)
沼崎正徳会員
人間には休養というものが
あり、休と養とは別々に考え
なければならないそうです。
休と養とは休むことで、まず
は寝る事、食べる事、もう一
つは趣味を行うこと、この 3
つが休養の中身だそうです。
最初の 2 つは当たり前のことです。寝れば休養
になり、美味しい食事を食べれば心豊かになり休
養になります。そして最後に、仕事がお忙しいの
にこんなことを言うのは申し訳ないのですが、や
はり仕事から離れて、或いは学生でしたら勉強か

ら離れて己をソフトにする、そうした時間が休養
の大切なことだと思います。
私事になりますが、先日忙しい最中に志賀高原
へ行きスキーをしてきました。73 歳になったばか
りですが、結構できるもので、自転車と同じで、
一度覚えると結構大丈夫なものです。さすがに上
級コースというような、傾斜が 30 度もある所は無
理ですので、せいぜい中級コース、傾斜 20 度位の
所ですが、しかし 20 度と言っても、上から見ると
凄いです。高梨沙羅がジャンプ台にのって、傾斜
48 度位の所から滑るというのは、凄いと思います。
私は、冬はスキーをし、夏は普段は山に登りニ
コニコしております。しかし昨年は色々な都合が
あって登れませんでした。今年は是非 3000m を超
える山に登ろうと思います。御嶽山に登った次の
年に爆発しましたので、もうあそこへは行かなく
て良いかなと思っております。あそこは 3076m と
結構高いのです。

・・・・クラブ協議会・・・・
『次年度役員について』
江原会長エレクト
次年度のことについてお話
をさせて頂きます。
私は稲見年度を幹事として務
めさせて頂きましたが、会長
始め各役員、会員の皆様のご
協力を頂きながらなんとか上
半期を終えようとしておりま
した昨年の末に、突然次年度の会長をというお話
を頂きました。幹事と致しましてもまだまだ勉強
不足で、下半期の行事のことで自分の頭の中がい
っぱいの時期でしたので、本当に驚きました。し
かしこのお話を頂いた背景を伺っているうちに、
また先輩方のご助言を頂いているうちに、私は入
会して 6 年と未熟者で申し訳ないのですが、お受
けをさせて頂くしかないのかと考え、お受けさせ
て頂きました。
先ほど坂本副会長が大谷選手の二刀流の話をし
ておりましたが、本来野球をやっていく上で投手
と野手の筋肉は全然違うのです。私はいつも、大
谷選手がピッチャーだったならば、恐らく
170km/h 位までいくのではないかという気持ちで
見ておりますし、バッターだったならば松井に匹
敵するような、もしくは松井とイチローの間位ま
でいくような器用で力強いバッターになるのでは
ないかと見ておりました。それを考えますと、果
たして幹事をやりながら会長のことをどのように
考えられるのだろうと、基本的には 3 月 15 日に予
定されております PETS に行って色々勉強させて
頂こうと思っているのですが、実は私がこのクラ

ブに入会したのが栗原成実会長の年度でして、
2008 年~2009 年度、下期 5 月に入会させて頂きま
した。その後小幡パスト会長、沼崎現ガバナー補
佐、古谷パスト会長、若松パスト会長、栗原憲司
パスト会長、そして現在の稲見会長と、それぞれ
の会長の元で色々勉強させて頂いているのですが、
常に私、思っていることがございます。それとい
うのは、時々他のクラブの会長幹事、もしくは会
員の方とお話する機会があって、その時に多少な
りとも違和感を覚えることがございます。その部
分が何かと申し上げますと、当クラブの場合はど
なたが会長になってもその会長の方針のもとで、
各役員の方、各委員の方皆様が、会長の方向性に
皆同じように目を向け、そして会員の皆様がそれ
に気持ちよく協力をされておりまして、特に家族
を同伴とするような例会には、会員の家族の皆様
方も非常に数多く参加して頂いていると思います。
勿論他のクラブでも当然そうなのでしょうが、実
は私、ここのクラブに入会する前は、ロータリー
というものが大変な場所なのではないか、入った
のは良いけど、なかなか出るのもどうしようかと
思っておりました。しかし今は結構なファンにな
っています。それは恐らくこのクラブだからでは
ないかと、自分では感じております。
何度も申し上げますが、他のクラブと決して違
ってはいないのだろうと思いますが、たまたまこ
こでお付き合いさせて頂いている方が、自分にと
っては非常に気の休まる、諸先輩方には申し訳な
いのですが、心地よい友人のような感覚でいられ
るといった気持ちがありました。そうしたことか
らしても、やはりこれはお受けしなければいけな
いだろうと、但し受けた後、非常に不安と緊張感
が増しておりまして、今後どうやって皆さんの前
で諸先輩方がお話されておりました会長の時間の
スピーチ等、どんなことを考えっていったらいい
のだろうと、普段気にしていないことまで気にな
って仕方がありません。しかしそんな不安や緊張
というものを、少しでも紛らわせてくれているの
が、皆さんの顔を見た時の安心感ではないかと思
っております。
2015 年~2016 年の私の年度では、役員なり、理
事なり、全員はまだ決まっておらず、私が特に皆
さんにお願いしたい部分が会長エレクトです。ま
だ全員とお話させて頂いているわけではないので
まったく不明ということではないのですが、ここ
ら辺の部分が決まっておりません。先輩方にもま
た色々とご相談させて頂けたらいいかと思います
し、特にパスト会長の皆様には後で御推奨頂ける
方があったら、自分としても幸いかと思っており
ます。実際はお受け頂けるという予定でいらっし
ゃった方もあったのですが、たまたまこの時期に
はご事情があり無理だということで、その先の時
期にはまたお受け頂けるのではないかと思い、私
は楽観的ではあるのですが、あと 2 年後 3 年後と
いうことになれば可能性があるのではないかと思

っております。
現段階で決まっている役員の発表をさせて頂き
たいと思います。
会 長 ：江原
直前会長：現稲見淳会長
副会長 ：佐藤圭司会員
幹 事 ：小島美恵子会員
ＳＡＡ ：益子伸明会員
にお願いしております。
まだ決定していない理事・委員長につきまして
はこれから私と幹事をお願い致しました小島会員
と二人して、お願いに上がりたいと思っておりま
す。お話に行った際には、是非ともご協力をお願
いしたいと思っております。
全員からご承諾を頂いた際には、回覧として皆
さんに見て頂けるのではないかと思っております
ので、宜しくお願い致します。
会長方針について、先ほど申し上げました来月
15 日の PETS で勉強してきてから考えたいと思っ
ておりますが、基本は 4 つのテスト、
「真実かどう
か」「みんなに公平か」「好意と友情を深めるか」
「みんなのためになるか どうか」ということを念
頭に置きつつ、方針を出していくつもりでおりま
す。今の段階では正直に言いますと、具体的な次
年度への考えがまだ浮かんできませんが、残り 4
ヵ月半となりました稲見年度の幹事として、しっ
かりと充実した内容にしていくことが、会長就任
後の自分にも必ず役に立ってくるのだろうと思っ
ておりますので、まずはこの 4 ヵ月半のご協力を
お願いしたいと思っております。そしてそのまま
の勢いで、次年度もご協力頂けたらと思っており
ます。後程、小島会員と益子会員にも時間があれ
ば少し補足をして頂けたらと思っております。
次年度の方針としては以上なのですが、幹事と
してのお願いがございまして、私はなるべくこの
クラブ協議会での時間を短くしたいと思っており
ました。それは幹事としての私からのお願いもご
ざいますので、そちらの方に耳を傾けて頂きたい
のですが、3 月 9 日 10 日に家族同伴旅行が予定さ
れておりますが、そちらの件と、例会における外
来卓話が未決になっていることがございますので、
人物紹介等ございましたら小島プログラム委員長
にもご協力をお願いしたいと思っております。ま
た今年度の国際ロータリー第 2570 地区の第 3 グ
ループのガバナー補佐は、私どものクラブの沼崎
ガバナー補佐です。そのため 3 月 14 日の IM への
全会員の出席を何とかお願いしたいと思っており
ます。またニコニコについて、特に新入会員の方
には見て頂きたいのですが、机の何ヵ所かにニコ
ニコボックスの基準表というものがございます。
分らない所等こちらを参考にして頂ければと思い
ます。

◆次年度幹事あいさつ
小島美恵子会員
次年度江原年度の幹事をお
引き受けさて頂きました。まだ
6 年というロータリー歴の中
で幹事という重責をお引き受
けしたこと、私は断ることを知
らず、すぐに「はい」と言って
後から後悔するタイプです。し
かしお引き受けした以上は力の限り会長をバック
アップして、皆様に楽しい会だと言って頂けるよ
うに頑張りたいと思っております。色々落ち度も
あるかと思いますが、先輩方、落ち度を見付けま
したらご指導ご鞭撻頂き、なんとか 1 年間支えて
頂ければと思います。宜しくお願い致します。

◆次年度ＳＡＡ

益子伸明会員

次年度私が SAA をさせて
頂きますが、江原会長、小
島幹事に言われるがまま、
何でも飼い犬のようについ
ていきたいと思いますので、
ご指導ご鞭撻の程宜しくお
願い致します。
実際に運営に関してですが、今年度ＳＡＡ佐藤
さんが見事に進めておられますので、その後をき
ちんと引き継ぎ、例会の出席は会員の義務でござ
いますので、義務は義務なのですが義務感で来る
のではなく、来ることが楽しいと思うような会に
なるよう進めて行きたいと思いますので、宜しく
お願い致します。

稲見君

お客様の佐々木圭様、是非入会して下さ
い。会員皆で歓迎します。坂本副会長お
話楽しみです。江原会長エレクトクラブ
協議会お願いします。
江原君 坂本副会長、本日の会長の時間宜しくお
願い致します。お客様の佐々木様、本日
ようこそお出で下さいました。また私共
の例会を大いに楽しんで頂けましたら幸
いです、入会を楽しみにお待ちしており
ます。沼崎ガバナー補佐本日の３分間ス
ピーチ宜しくお願い致します。
沼崎君 ＩＭが近づきました。ホストクラブとし
てたくさんの方々が協力して下さり有難
うございます。
坂本君 会長の時間を代行させて頂きました。沼
崎ガバナー補佐３分間スピーチ宜しくお
願い致します。
会員誕生祝 沼崎君

2014〜2015 年度
ニコニコ累計額

2,002,000 円

※ 次の例会
第 2 副 SAA 宮野君 宮岡君
２月２４日(火) 12：30〜13：30
ガバナー補佐訪問 第３グループガバナー補佐 沼崎正徳様

