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［第 3 グループ内の例会日］ 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 1089 回(6 月 14 日)例会の記録
点

鐘

江原伸夫会長

れば達成できないと思っております。皆さんのご

合

唱

四つのテスト

協力を頂かなければ達成できない訳であります。

第２副ＳＡＡ 守屋君 野口君

最近では、職業は問わないということになって
おりますので、誰でも入れます。しかし最低会費が
納められる、或いはそれなりのポジションにいて、

※出席報告

そして奉仕ができる、そのため誰でも良いという

会員数

出席者数

出席率

前回修正

訳にはいきません。しかし職業は関係ありません

３５名

２８名

78.79％

78.79％

ので、皆さんの周りにいらっしゃる方ならどなた
でも入れるのではないかと思います。そして来年 7

パスト会長の時間

月からは、最低月 2 回の例会で良いそうです。し
稲見パスト会長

こんにちは。一年振りの

かしこれは次年度もプログラムを組んであります
ので、2 回という訳にはいきません。また今もほと

壇上な ので非常に緊張し

んど免除になっているような状態ではありますが、

ております。

入会金は免除ということになっております。

先日、私次年度増強を担

過去の流れをお話しますと、地区協議会の時の

当する ことになりました

プログラムと事業計画書ということで冊子になっ

ので、佐藤エレクトと、浜

ているのですが、この中に、RI2570 地区の会員の

野副会長、浜野さんは来年公共イメージを担当さ

増減が一覧表になっております。これを見ますと、

れるものですから、会員増強と公共イメージのセ

1994 年（平成 6 年）は 2838 名おりました。それ

ミナーということで、3 人で地区へ行って参りまし

が昨年 2015 年（平成 27 年）には 1663 名であり、

た。やはり私の年度もそうだったのですが、増強な

1175 名減っているわけです。約 20 年前との比較

くしてロータリークラブはないという事ですから、

になりますが、一番多かったのがこの平成 6 年の

その時に出た話、過去の流れの話をしながら、パス

時で、やはり今が一番少なく、約 41%の減です。

ト会長の時間として話をしたいと思います。

会員が減っておりますので、クラブ数も当然減っ

佐藤エレクトの来年の目標は「純増 5 名」だそ

ており、5 クラブ減で現在 51 クラブです。

うです。これは地区でも一番高い方のレベルで、大

狭山市の状況は、1996 年、これは守屋パスト会

体 1~2 人というクラブが多い中、当クラブは 5 名

長の年度に当たりますが、狭山クラブ 44 名、新狭

という目標を掲げましたので、心して掛からなけ

山クラブ 50 名、狭山中央クラブ 48 名の 3 クラブ
ございました。これが MAX の時ですが、合計 142

名いたということになります。それが昨年 2015 年

幹事報告

には、狭山クラブが解散となり 0 名、新狭山クラ
ブ 14 名、狭山中央クラブ 36 名、合計 50 名です。

小島幹事

１. 国際ロータリー第２７２０地区ガバナー野田

一番多かった時の 142 名から 50 名になっており

三郎様、ガバナーエレクト前田眞実様より、ク

ますので、92 名の減、これは MAX の時と比べる

ラブに対し熊本・大分地震 義援金のお礼状に

と 65%減です。地区は 41%減ということですが、

ついて。

狭山市に至っては 65%ですので、相当減っている

２. 青少年交換地区委員長より、吉田ガバナー補佐
を通じて交換学生の受入れのお願いについて。

ということになります。当クラブで言いますと、喜

例会変更 所沢西 RC 所沢中央 RC

代川の石川さんの年度が一番多く、平成 7 年に 48

３

名です。現在は 35 名ですから、13 名減、27%の減

４．受贈会報 入間 RC 所沢東 RC 所沢西 RC

となります。狭山市では一番検討しているクラブ

５．回覧物

ハイライトよねやま １９５

です。
現在狭山市のロータリー会員は 50 名ですが、隣
の入間と比較しますと、入間クラブが 41 名、入間
南クラブが 39 名、合計 80 名です。ほぼ入間と狭

「会員卓話」
・・・・・・・・
田端都女子会員

山は同じ位の人口で同じ位の規模、どちらかと言
いますと狭山の方が事業的には恵まれている部分

皆さんこんにちは。

がありますが、それでも入間と比べて 30 名少ない

本日は卓話ということで

わけです。もう一つ、本庄と比較しますと、本庄ロ

15 分間のお時間頂きま

ータリーが 81 名、本庄南が 15 名、合計 96 名で

してありがとうございま

す。人口比は、狭山が 15 万強、本庄は 8 万弱、そ

す。

れでいて 96 名いるわけですから、どうしても狭山
は少ないということになります。
私の考えていることは、個々一人一人の友達を、

先ほど稲見パスト会長が増強についてお話され
ていました。同時に私も今、倫理法人会の勉強をさ
せて頂いておりまして、やはり増強を皆が一生懸

自分の周りの誰か一人でよいから友達を誘って頂

命になってやっております。今埼玉県が 4500 社に

ければと思います。ある程度の勢力を持たなけれ

向けて頑張っているところでございます。

ば、飯能にも負けているようでは仕方がないので、

今日は倫理法人会のことをお話させて頂きたい

是非増強をしていかなければならないと思います。

と思いますが、全国 670 ヶ所でモーニングセミナ

ロータリアンの人数も、その町の隆盛に関わるの

ーという、朝 6 時からの勉強をさせて頂いており

ではないかと思います。しっかりとした所にはロ

ます。会員が 62000 社です。その中に事業が、地

ータリンがたくさんいるということ、これは確か

球倫理推進事業と言いまして、内モンゴルの恩格

なことだと思います。

貝、クブチ砂漠にポプラの木の植林をしておりま

来年は、佐藤エレクトが「純増 5 名」と言って

す。この倫理研究所では平成 11 年から始めまして、

おります。
「純増 5 名」とは 7~8 名入れなければな

今 35 万本、全てあわせると 350 万本が植わってお

りません。私の時には 7 名入りましたが、5 名が亡

りまして、そこに一つの森が出来たという形にな

くなられたり、辞めたりしましたので、かなりウェ

っております。今年度は私も植林に参加というこ

イトの高いハードルだと思います。是非一人一人

とで、このクブチ砂漠に行って参ります。7 月 24

が心掛けて頂き、新しい人が入ると、またその方が

日から 30 日までの 7 日間ということになってお

新しい人を入れてくれるという好循環になってき

ります。

ます。来年私も増強で頑張っていきますが、とにか

倫理法人会に、後継者倫理塾というものがあり

く皆さんのご協力を宜しくお願いしたいと思いま

まして、今日は「活力朝礼」ということで、皆さん

す。

の会社でも朝礼はされていると思いますが、倫理

法人会では活力朝礼を一つの目玉として推奨して

とマンネリ化してきます。

おります。この活力朝礼をすることによって、経営

活力朝礼を高める五つの要素は

者が変わる、社員が変わる、元気がでることによっ

1.調和

て会社が変わるということになっております。

2.タイミング

今日は皆さんのお手元に資料を配らせて頂きま

3.集中

した。
「活力朝礼」ということで、朝礼には企業の

4.洗練

社風や会社の質が現れます。その朝礼を連絡、報告

5.創造

はもちろんのこと、基本動作、これを繰り返して行

このような形で、自分達で作り上げていく、これ

うことで、教育の場として活用できます。日々繰り

が活力朝礼の醍醐味です。

返して行うという事、これは習慣づけるというこ

ここで少しだけ実演させて頂きます。私の会社で

とです。習慣づけることによって、その効果は大き

も、人数は少ないのですが、毎朝 10 分間、これを

なものとなるでしょう。経営者や幹部の方々は組

行っております。これをやることによって、社員さ

織を活性化させる良い方法はないかと悩み、社員

んとのコミュニケーションが非常にとれるという

の方々は仕事に慣れが生じ、マンネリ化してやる

ことで、どんなことを考えているのかということ

気がない等、互いになんとかしなければと思いな

が、社員さんからも引出しやすくなります。心とは

がらも流されているということはありませんか？

日々、一秒一分で変わりますので、そうしたものを

そんな問題を解決しているのが活力朝礼です。

無くすためにコミュニケーションをとるには、こ

一人一人の社員が生き生きと働く企業には、企業

の活力朝礼が一番良いのではないかと思っており

の心や意志である経営理念が、共通認識として社

ます。そのため私も採用させて頂いております。

内に浸透しています。経営理念を日々の仕事の土

・・・・実演・・・

台として、社員が自分自身の立場を自覚し、自主的

毎朝の朝礼は社員一人

に働く姿が社風や会社の質の向上に繋がります。

一人の気を交流させる場

そのような企業では知恵、経営理念を毎朝の朝礼

です。参加者全員が喜びに

で継承しております。

あふれ、元気に行う努力を

朝礼は企業の社風や会社の質を更に向上させる

続けていれば、自然に明る

大きな力を秘めています。一日の仕事のスタート

く活気に満ちたムードが

である朝礼の醍醐味をお互いに学んで参りましょ

生まれることでしょう。し

う。それにはまず、活力朝礼のポイントが 5 つあ

かし現実には形式的でマンネリ、朝礼をする時間

ります。

があったら仕事をさせてと、朝礼の在り方に疑問

1.ウォーミングアップ

を持っている人も少なくありません。朝礼そのも

2.情報の共有かつ徹底

のが生産性を挙げる訳ではありません。しかし朝

3.目標の確認

礼によって社員全員が心を一つにし、スタートダ

4.基本動作の習得訓練

ッシュをするのと、そうでないのとでは、結果にお

5.チームワークの成果

いて大きな差がでます。

こういったことを日々重ねていくことによって、

朝礼運営の第一段は、活力あるムードの出やすい

社長と社員が無垢な関係になれる、連帯感ではな

基本型を作ることですが、それが定着したら参加

く一体化した形になれるということです。次に、

者がアイデアを出し合って、その職場、職場でオリ

【マンネリ化の原因】

ジナルの朝礼を工夫していくことが大切です。そ

朝礼を開催する目的が不明確であったり、情報

の中にもトップの経営理念を実現し、活力溢れる

の発信と受信が一方通行であったり、スピーチや

朝礼を作るためには何が必要かを、一人一人が日

感想が否定的、抽象的な内容であったり、基本動作

頃から考えていこうということで、皆さんに職場

が崩れている、させられている朝礼、こういう形だ

の教養を毎月配らせて頂いております。これを毎

日、1 ページずつ読むのです。段落ごとに声を出し
て読むことが、大切です。

入会後日の浅い会員も居られますので今までの
経緯を加え視察の報告をします。

読み終わったら感想を言うのですが、感想をいう

２００９年小幡会長の年度から２０１１ 年私の年

事によって感じ取る力が出来てきます。そして最

度までの間、米山留学生として狭山中央ＲＣが受

終的には今日の心がけを斉唱致します。

け入れたのが、時の大東文化大学の学生ジグジッ

日々これをすることによって、本当に違った社

ト・タミラ君でした。彼は時のモンゴル国駐日全権

風ができてくると私は信じておりますし、この朝

大使レンツェンドー・ジグジット氏の長男でこれ

礼で成功している会社が随分とあります。是非職

が事の始まりです。大使は帰国後政府の要人にな

場の教養を活用して頂ければと思います。

り、現在は鉱山省大臣です。タミラ君も卒業後アメ

最後に、先ほど増強のお話がありましたが、私も

リカへ留学し今は母国モンゴルで国土開発に関わ

このロータリークラブに入会させて頂きまして早

る鉱山用重機調達の仕事をしています。時の国際

1 年 3 ヶ月となります。稲見パスト会長のご紹介

奉仕委員長柴田譲会員、栗原成実会員の尽力で同

により入会致しました。皆さん家族愛が良いとい

国への援助についての話が始まり、ジグジット元

うことに感銘しております。そんな中で私もお手

大使の意向と、彼による現地での受け入れ体制の

伝いができることは何かと思っておりますので、

整備により旱魃防止植樹プロジェクトが企画され

それにはやはり増強に力をいれて、皆さんと共に

ました。当初は単独事業として資金提供をしまし

やっていくことが良いのではと感じております。

たが、国際ロータリーの資金援助を得るため、同国

先日私が元おりました、グリーンライオンズが解

のフレロータリークラブとの連携事業（マッチン

散致しまして、私も何人かお声掛けをしたのです

ググラント）としての条件整備をしました。これに

が、色々なことがあっての解散なので、少し休みた

は柴田、栗原両パスト会長の尽力によるものです。

いという形でした。しかしロータリーとはまた別

一回目の現地訪問は ２０１２ 年２７名のメンバ

の形がありますので、入会して頂きたいと思い、お

ーで訪問、先方のフレロータリークラブ、フォレス

声掛けをさせて頂いております。本当は私、今年度

トＮＧＯ、協力してくれるモンゴル国立農業大学

2 者という目標を掲げておりましたので、１者しか

の林業の先生方とお会いし、学校の実験演習林で

できず大変申し訳ないと思っておりますが、自分

ある植樹の候補地を見学しました。モンゴルの風

がお約束した人数は必ずやりたいと思いますので、

景は簡単に言うと、限りなく続く草原と草山、木は

来年度、佐藤会長にご指導頂きながら活動してい

ほとんど無い。候補地もやっと森と言える木が生

きたいと思っております。

えている地味の悪そうな土地で、冬の寒さは尋常

今後とも宜しくお願い致します。

ではない－３０度を超えると言う。動物による食
害も有る。まず色々な苗木を植えてみて、適する樹
種を選定することから始める、最初は生薬になる

沼崎正徳会員
：モンゴル視察報告：
去る６月３日～６日ま

木や街路樹になる木を数種類試すとの事でブッシ
ュのような頼りない木を植えました。前回、２年前
は栗原会員が持参した「フジリンゴ」も試しました。

で３泊４日でモンゴル国

実際にプロジェクトが本式に植樹を開始して今年

ウランバートルへ、我が

で３年になり、成果が出始めています。本年の報告

クラブの国際奉仕事業で

は先方が作成した別紙に有りますから目を通して

ある「旱魃防止植樹プロジェクト」の最終年の現地

戴きますが、この地に適する木は「シベリヤ松」。

視察を行いました。私たちクラブの現地視察は４

シベリヤやカナダの冷涼地で大きくなる「タイガ」

回目、参加者は江原会長、小島幹事、柴田、栗原成

を構成する樹種です。

実、小幡、小林、沼崎会員に私の妻が加わり８名で
した。

本年苗床を見ましたが一年目はまだほんの芽だ
し、３年目の苗木で１５～２０センチでした。この

木は１０年を経ると急に成長が早まり、２０年後

すので安心は出来ません。フレロータリークラブ

にはかなりの大きさに、１００年後には見上げる

もフォレストＮＧＯもこれからの継続援助を期待

大樹になるとの事。苗木の写真を見て下さい。まず

しているとの事ですが、我々のプロジェクトは一

ビニールハウスで育成、外気に慣らした後実際に

応本年度までと言う事になっています。先方の

植樹します。

方々との会食際の写真を見て下さい。
今後我々に残された作業は国際ロータリーに対
する報告が有ります。これは国際ロータリーから
の援助資金を使ったため、その最終報告を当事者
であるフレロータリークラブと狭山中央ロータリ
ークラブの両者が行う義務があるからです。これ
は My Rotary と言う

国際ロータリーのホーム

ページ上に記入する作業ですが、困ったことに
我々は慣れていません。報告の詳細は先方のフレ
ロータリーが行うことになりましたが、パートナ
ーと言ってもホストクラブである我がクラブの江
原会長の報告は必要ですので急いで勉強しなけれ
ばなりません。

フジリンゴ

これらの仕事は大学生の実習の形で行われ、彼
らは今後指導者として森林育成の先頭に立つとの
事です。 残念な事は、栗原さんのリンゴが枯れて
しまいそうな事と森から出て来るウサギが苗木を
食べる食害が収まらない事です。大学の演習林で
は周りに網を張り防除していますが、規模が大き
くなるとその防除網の設置も大きい負担になりま

ジルジット大臣との会食
江原君 稲見パスト会長、本日のパスト会長の時
間を宜しくお願い致します。また、会員卓
話をお願いしております田端会員、沼崎
パスト会長宜しくお願い致します。皆様
これから暑い日が続くと思われますので
体調管理には充分ご注意下さい！
小島君

稲見パスト会長、会長の時間楽しみにし
ておりました。 田端会員、沼崎パスト会
長、卓話宜しくお願いします。

浜野君 田端会員、沼崎パスト会長、卓話楽しみに
していました。宜しくお願い致します。

フレロータリークラブ
フォレストＮＧＯとの会食

稲見パスト会長、会長の時間宜しくお願
い致します、楽しみにしていました。
佐藤君

先日のモンゴル訪問大変ご苦労様でした。
本日の会長卓話、沼崎パスト会長、田端会
員待っていました。楽しみにしておりま
した。宜しくお願いします。

清水君 前回お休みしました。
会員誕生祝 清水君
夫人誕生祝 古谷君

