
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
［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 1039回(5月 19日)例会の記録  
 

点 鐘     稲見 淳会長  
合 唱     四つのテスト 
第２副ＳＡＡ  高田君 高須賀君 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
４０名 ３２名 79.49％ 84.21％ 

 
 
 
         訃) ) 報))
)

 
 
 当クラブ会員寳積克彦様（享年７１歳）が病気 
 療養中でありましたが、多くの方に惜しまれつ

つ５月１４日(木)午後１時５０分ご逝去されま
した。 
  
  謹んでここに哀悼の意を表し、心よりご冥福 
をお祈りいたします。 

 
 
 

  会長の時間         稲見会長 
 

先生は1987年の狭山クラブ
に入会されました。そして我々

中央ロータリークラブは 1993
年に創設したわけですが、その

時のキーメンバーとして先生

も立ち上げに努力したと聞い

ております。 
私はその翌年に入会させて頂きました。そして

先生の会長年度は 2004年-2005年、私も覚えてお
りますが、8月 2日~3日にかけて、ディズニーシ
ーのホテルミナコスタ、これはなかなか取れる会

場ではないのですが、102 名を集めまして、若松
さんのご家族は全員で参加されたのを今記憶して

おります。そして 2月 11日にはロータリー100周
年ということで、3 ロータリー合同で沖縄に家族
旅行へ行きました。こちらは 54名参加をしており
まして、サミットで有名でありましたザ・ブセナ

テラスというホテルに宿泊したと思い出します。 
そして若松年度にちょうど 20 周年ということ
で、パーティーを開きました。その時に先生に是

非実行委員長をやって下さいということで、会場

選びから何から、何回も打ち合わせを重ねて、先

生の所の会議室で毎回お弁当を頂きながら打ち合

わせまして、本当に良い 20周年が出来たと思って
おります。その時も 130数名参加をして頂きまし
て、私は幹事をしておりましたので、本当に盛大

にできたことを嬉しく思いました。そして今年度

は先生に会員増強委員長をやって頂きました。年

度が始まる前から先生に色々とご尽力頂きまして、

今年度 8 名という新人に入会して頂くことができ
ました。これも本当に先生がロータリーを誰より

も大好きで、仲間を増やそうという心意気があっ

たからこそ増強出来たのではないかと、私も今で

も感謝をしております。また例会 1000 回記念と
いうことで、この東武サロンで記念のパーティー

を行いましたが、その時には先生ご自慢のいきい
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き連に 40名来て頂き、本当に華やかに舞って頂き
ました。それを先生も手拍子を打ちながらにっこ

り笑って楽しんでいるということを、今よく思い

出します。 
ガバナー訪問の時には、増強のことで話し合お

うとなりました時、増強委員長である先生に司会

をして頂くということで、これも何度も打ち合わ

せをし、討論会ということになりました。本当に

上手くいったと思っておりますし、本当に感謝し

ております。 
そしてやはり私共ロータリークラブで一番馴染

みのあることは、フリーマーケットであると思い

ます。1998年から行っておりまして、2回ほど雨
が降って中止になりましたが、後は全て上手くい

きました。今年は狭山工業、狭山緑陽高校、狭山

青陵高校の 3 校に、補助金も頂きましたが、それ
だけでは足りないということで、このフリーマー

ケットのお金を 40万円投入致しまして、スポーツ
クラブの用品ということで寄付をしてまいりまし

た。校長先生以下喜ばれ、本当に良い事業であっ

たと思っております。 
また、ニコニコにおいては年度が始まる時にお

祝いだということで、かなり大きな金額を頂きま

した。そして例会に出席されていた頃は毎回大き

くニコニコを頂いておりました。本当に先生は誰

よりもロータリー活動が大好きで、ロータリアン

も大好きで、先生がその前に座っているというこ

とで、私もいつもどのようなことを話したらよい

かと緊張しながら話した事を思い出します。 
本当に残念なのですが、我々クラブがこれから

一生懸命にやっていければ、先生に報いられるか

と思っております。 
先生、是非安らかに旅立って頂きたいと思います。 
 

 

  幹事報告                江原幹事 
1,第 2570地区、国際奉仕部門・支援委員会より 
 国際奉仕支援金ご協力のお願いについて 
2,第 2570地区より、会長エレクト及びＲ財団委員
長各位として「西アフリカ・ブルキナファソで

の人道的支援活動」当地区発案によるグローバ

ル補助金使用例  第１号となる活動説明会のご
案内について 

3,第 2570地区中井 2013-2014年度ガバナーより、
RI第 2530地区(福島)の渡辺公平 2013-2014年
度ガバナーから 2013-2014年度復興支援報告書 
送付について 

4,コーディネーターニュース 2015年 6月号  
会員退会防止とゾーンの戦略計画について 

5,次年度役員・理事のお知らせについて所沢東 RC 
6,例会変更 所沢、飯能、所沢東、所沢中央各ＲＣ 
7,受贈会報 入間、飯能、所沢中央、所沢西各ＲＣ 
8,回覧物 ハイライトよねやま 182 
          尚寿会 広報誌 第 97号 

《)会員 3分間スピーチ)》)
                   吉川千鶴子会員  
寶積先生にはもう少し生き

ていて頂きたかったと思いま

す。思い出話をするとご供養に

なると言いますので、少しお話

させて頂きたいと思います。 
私は先生に 4回位診察をして頂
きました。1回目は脳ドックで、
もう何年も前のことですが、その頃私は指に怪我

をして隣の指に絆創膏を貼る等奇怪な行動をして

おりました。他 3 回は胸にしこりがありまして、
先生に診察をして頂いたのですが、まさか先生が

診察をするとは思いませんでしたので、その時に

は嫌ですとも言えず、先生と患者さんということ

で診察して頂きました。しかし 2 回、3 回ともな
りますと慣れてしまい、どこでも診察して下さい

といった感じでおりました。 
ある時、寒い日でしたか、先生はエスキモーが

つけるような手袋をしておりまして、先生にどう

したのか尋ねたところ、冷たい手で診察すると申

し訳ないということで、だいぶ前から手を温めて

いてくれておりました。そのように心根のとって

も優しい、思い入れをずっと思っておりました。 
安らかにお眠り下さいませ。 
 
 

  委員会報告    
Ｒ情報・雑誌委員会) ) ) ) ) ) ) 浜野貴子会員)

《ロータリーの友５月号》 
【横組】 
12 頁に独自の奨学金を持つクラブということで、
高校生や留学生に、クラブ独自で奨学会を作って

活動していらっしゃるクラブの紹介がされており

ます。最初にある富士山吉原ロータリークラブは

47年間、高校生 12名に 1ヵ月 1万円ずつ、ニコ
ニコや寄付等で賄っているということで、凄いと

思いました。 
今 6人に 1人は非常に貧しい環境に置かれてい
るお子さんがいるということで、給食だけで過ご

している、次の日に食べるご飯がないという方も

いるそうです。主旨は違うかもしれませんが社会

貢献をしていると思いました。 
【縦組】 
4 頁に見えないから見えたものということで、岡
山県立岡山盲学校の竹内さんという方が書かれた

記事が載っております。この方は小さい時のご病

気で片目が見えなくなり、そして小学生の時にも

う片方の目も見えなくなり、60年以上もこのよう
な生活をされているということです。凄く心に染

みる文章です。そして最後の方に盲学校で鍼や灸、

マッサージを教えるのは日本だけということで、

これが始まったのは 400年間の江戸時代に、杉山
和一さんという方がはしかで目が見えなくなり、



江戸で鍼を習って、徳川綱吉の病気を治したとい

うことで、その褒美で全国 47カ所に盲学校を建て
たということ、そして盲人も鍼、灸という手に職

を付けて、経済的に自立することができるように

なったとのことでした。 
他の国では物乞い等、本当に劣悪な環境で生活

しているということで、竹内さんもモンゴルに盲

学校を建て、最初の卒業生は道路上で物乞いをし

ていたそうですが、今はマッサージで稼ぎ、嫁さ

んも貰ったということ、人生が変わったと凄く喜

んでいたということで、竹内さんも非常に社会貢

献をしていると思いました。 
生き方という点で非常に共感の持てる文章ですの

で、是非読んで頂きたいと思います。 
 
【表紙】 
横組の表紙は、ハウステンボスのバラの写真で、

こちらは昨年のナイトクルーズの時の写真だそう

です。今年はこれから始まるそうですので、皆さ

んも是非行かれてみてはどうかと思いました。 
縦組の表紙は、新潟県十日町市の着物祭りの稚児

の行列ということで、とてもかわいい写真だと思

いました。 
 

 
        
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             宮岡宏太郎会員)

 皆さんこんにちは。 
久しぶりにロータリーの例

会に参加させて頂きます。

本当にいつも欠席で申し訳

ないと思っております。 
今日は皆さんもご承知か

と思いますが、市民会館の

反対側に、だいぶ古くなっ

た狭山支店がございますが、

それを今度建て替えることになりまして、起工式

と地鎮祭を先ほど 11：00から、この八幡神社の青
田宮司にお願いをし、丁度終わった所でございま

す。思ったより早く終わりましたので、突然で申

し訳なかったのですが、出席させて頂きました。 
先ほど会長のお話にもありましたが、寶積先生に

は本当に残念なことでございました。最後に会っ

たのが 2 月でしたか、ちょうど私も母が大生病院
にご厄介になっておりますので、夕方の時間でし

たのでなかなか会わせて頂けなかったのですが、

どうしても取次いで欲しいと強引にお会いしたの

が最後でした。まだその時にはお話も出来て元気

だったのですが、あれからあっという間に、本当

に幾らも経たないうちに亡くなってしまい、私も

会長と同じように、寶積先生には色々な思い出と

お世話になったことがございます。 
連絡を頂いて、亡くなった日に御顔を拝見した

のですが、本当に穏やかで、残念に思いました。

しかしながら現実ということでこれを受け止めて、

寶積先生の生前の色々な知恵を、これから皆でロ

ータリークラブのために尽くしていくことが供養

になるかと思います。そしてあれだけの病院を建

ててくれたという地域への貢献、非常に大きなも

のだと思います。本当にご冥福をお祈り致します。 
 
 
｢パスト会長の卓話｣・・・・・・)
) ) ) ) ) ) ) ) ) 若松泰誼パスト会長)
勝手に私が思っているので

すが、先生とは大変共通する部

分がございました。たまたま歳

が一緒で誕生日もひと月違い

ということ、おまけに会社の屋

号と先生の所の病院の屋号が

『たいせい』ということで、あ

る時なぜ『たいせい』と付けた

のかという話で『たいせい』の意味を探ったこと

がありました。ほとんど考え方は一緒だったので

すが、お互い『たいせい』という言葉が好きで、

字をどうしようか悩んだということで、本当に

色々と教えて頂きました。またある時には先生の

所で発行されている新聞、95号目ということです
が、3 年半くらい前に、私も会社で新聞を出そう
と思い、何かアドバイスが欲しいとお話した所、

「是非やりなさい。会社の士気が上がります」と

いうことで、ようやく 35号になるのですが、大星
ネットワークニュースというものを 3 年ちょっと
続けております。その都度読んで頂いており、頭

が下がった覚えがございます。 
一昨日、来年の増強委員会のセミナーがござい

ましたので、行く前に先生にご挨拶をして行きま

した。先生が増強に大変力を入れられて、その後

来年私が引き継ぐものですから、気合を入れて聞

かなければならないと思っておりました。講師を

パストガバナー加藤玄静氏がされていたのですが、

以前聞いた時には少し上から目線で嫌だと感じて

いたのですが、今度は非常に頭に入り、なかなか

素晴らしいことをおっしゃる先生でした。増強に

関しまして来年は皆さんに本当にご協力を願うこ

とになりますが、是非宜しくお願い致します。 



※ 次の例会 第 2副 SAA 若松君 吉川君 
６月２日(火)  12：30～13：30 

  元衆議院議員 内閣官房副長官 大野 松茂様 
   「政治について、政府専用機について」 

勉強して始めて知ったことも随分とありまして、

ロータリー会員とロータリアンは違うということ、

ロータリアンとはロータリー会員になってロータ

リーのことを勉強しなければいけない、勉強して

初めてロータリアンと言うということでした。ま

たロータリアンの三大義務を知っているかという

ことで、パッと頭に浮かんだことの 1つ目はまず、
「会費を払うこと」、2つ目は「例会に出席するこ
と」、もう一つがわからなかったのですが、「ロー

タリーの友を読むこと」も三大義務に入っている

そうです。 
加藤さんのジョークも面白くて、先日 10数名集
まって中学時代の同窓会をしていたら、しょっち

ゅう電話がかかってきて、手帳を出してスケジュ

ールを見ながら返事をしていたら、同級生から「加

藤、お前は良いな。手帳を見ながら色々話すのだ

ね」と言われたそうです。その時ふと考えられた

そうですが、ある加齢川柳に、「起きたけど 寝る
までとくに 用はなし」とあるようで、思わず笑

ったのですが、笑いごとではなく、そういうこと

になると思いました。加藤さんは最後の〆に、ロ

ータリーは週に 1 回は必ずそういう人に会う場所
があるから良いと、いつまでもロータリアンとし

て頑張ってくださいという話でした。 
そしてもう一つ、今世界に約 120万人の会員さ

んがいるらしいのですが、10年前も 120万人だっ
たということ、実はこの 10年間で 10万の人が辞
め、10万の人が入っているということです。人を
入れることも大切だけれど、退会を防止すること

も非常に大切だということ、その為には例会の中

身を上げていくように研究して下さいとのことで

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
稲見君 寳積先生、ありがとうございました。 
江原君 寳積パスト会長のご逝去の報に接し今迄

のご功績、ご指導に心より感謝を申し上

げますと共に哀悼の意を表します。 
    本日は若松パスト会長の会員卓話及び吉

川会員の３分間スピーチを以前より楽し

みにしておりました。何卒宜しくお願い

申し上げます。 
浜野君 義弟が心不全で亡くなり先週１週間松本

に帰っていました。夫と同じ５８歳でし

た。皆様もくれぐれも健康に留意して下

さい。 
小島君 会員卓話の若松パスト会長お話楽しみに

しておりました。吉川さん３分間スピー

チ急なお願いで申し訳ありません、宜し

くお願い致します。 
奥冨君 若松パスト会長、卓話よろしくお願いし

ます。 
小澤君 寳積先生長い間大変お世話になりました。 
    安らかにお休み下さい。 
坂本君 寳積先生のご冥福をお祈り致します。 
    公私に渡り大変お世話になり誠にありが

とうございました。 
柴田君 若松会員と小生とは同じ年齢です、お互

い頑張りましょう。 
清水君 若松パスト会長の卓話楽しみにしていま

す。 
若松君 今日はお世話になります。30分程皆さん

のお耳を汚しますが宜しくお願いします。 
結婚記念日 沼崎君 
 
 
 
 
 
 

2014～2015年度 
ニコニコ累計額 2,629,000円 

 
 


