
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

［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 1092 回( 7 月 5 日)例会の記録  

 
点 鐘    佐藤圭司会長  
合 唱    国歌斉唱 奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ 奥富君 小澤君 

 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３５名 ２７名 84.38％ 88.24％ 

  佐藤年度のスタートに先立ち、前年度江原会長・

小島幹事より，襷とバッジが新年度佐藤会長・益子

幹事にバトンタッチされました。 

 

  会長の時間       佐藤会長 

 本日から一年間会長職

を務めさせていただくこ

とになりました。実感とし

て戸惑うばかりで頭の中

では試行錯誤の連続で時

間だけが過ぎていく感があります。しかし、会員諸

先輩のご指導ご鞭撻を賜りながら一年間一生懸命

務めさせていただきますので何卒よろしくお願い

申し上げます。 
会長になる前に、地区研修協議会で勉強させて

いただいた中で、とりわけ三つほど印象に残った

ものがあります。 
一つ目が、ロータリーの目的が自分と自分の仕

事を磨きながら地域社会や国際社会へ奉仕する事。 
二つ目が、思いやりの心をもち、他人や社会のた

めに尽くす奉仕の理想を理解する事。 
三つめが、地域社会のニーズをとらえ、地域社会

に対する奉仕とそのＰＲの機会をもつ事。 
これらのことを踏まえて、私は今年のテーマと

して『地域に根付いたロータリー ～足元を見つ

めよう～』をモットーとし、まずは狭山の人々にロ

ータリーを知っていただく必要があると思います。

そこで狭山で頑張っている二つのボランティア団

体の活動を支援し、交流を深めることで、二つのボ

ランティア団体にも「ロータリーも手伝ってくれ

るんだ」と、「頼りになるんだ」と、そして「狭山

に中央ロータリークラブがあるんだ」と分かって
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もらい、身近にロータリーを知っていただくきっ

かけになればと考えております。 
この二つのボランティア団体の説明をさせてい

ただきます。 
一つは【三世代交流・さやマーチ】という団体で、

乳幼児をもつ母親サークルが開いた産後ケアの講

座に、子育てを終えた熟年世代の地域のボランテ

ィアが協力しています。この関係がきっかけとな

り乳児と母親、ボランティアの間で世代を超えた

地域交流の輪が広がっています。具体的には、外部

からインストラクターと保育士を招き、子供を預

けながらバランスボールを使った体操で体力が低

下しがちな母親の身体のケアを図るというもので

す。気持ちよく汗を流したり、その後の交流会で育

児に関する情報交換をしたりすることで、孤独に

陥りがちな若い母親に、リフレッシュしてもらう

という活動をしています。地域で支え、母親が元気

で、子供がすくすく育てば、地域全体も活発になり

波及効果につながると期待を寄せています。 
二つ目は、ひまわり倶楽部という団体です。この

団体は、狭山市内における『こどもへの貧困への支

援』を目的とし、様々な事情により満足な食事がで

きないこどもたちへ温かい食事を届けたいという

強い願いから、民間から寄付された食材や資金を

「こどもフードバンク」に貯蓄し、それらを使って

「こども食堂」にて無料で提供しています。以下は

ひまわり倶楽部の広告ポスターより引用させてい

ただいた文言です。「こんなに豊かな日本なのに…

お腹がすいて困っているこどもがいます。事情は

様々です。母子家庭でお母さんが忙しい家庭の子、

なんとなく家に帰りたくない子、両親が病気で働

けない家庭の子…。誰が悪いわけでもないのに…。

みんなお腹をすかしています。我慢しています。そ

んなこどものお腹と心を少しでも満たしてもらえ

るようにと…私たちは活動を開始しました」 
ひまわり倶楽部は、子供世代の問題へ対応する

ことにより、結果現代の若者の就職難や生活の困

窮、子育てや虐待の問題などの社会問題を根本か

ら考えなおすきっかけにつながると考え、前述の

「こども食堂」や講演会を積極的に行っています。 
ロータリークラブの「クラブ」とは「同じ目的に

よって結ばれた人々の集まりである」という意味

もあり、そのパワーをこれらふたつの団体と地域

の人々と共に奉仕していきたいと思います。 
大切なことはまず自ら始める、ということです。 

 私は始めます。そしてここに集う皆さまの経験

に基づく知恵とご意見をいただければ、現実に起

きている諸問題を解決する近道が見えてくるはず

です。そして、ロータリーに賛同者が増え、それが

会員増強につながり、さらにクラブの結束力も高

まり、好循環を生み出すことでしょう。 
 それはひとえに皆様の協力がなければできない

ことです。どうか一年間楽しいロータリーライフ

とともに歩んでいきましょう。 
 

 

  幹事報告                益子幹事 

１. 埼玉県北西インターアクトクラブ顧問教師会会長埼玉

県正智深谷高等学校校長 加藤様より第 50 回インター

アクトクラブ年次大会開催について 

２. 入間基地納涼祭「盆踊りと花火の夕べ」のご案内

について 

３. 例会変更のお知らせについて 

入間 RC 所沢 RC 新所沢 RC 所沢中央 RC 

４ 受贈会報 所沢東 RC 所沢西 RC  
５．回覧物  AAR ニュース ７月号 
 
 

・・・・クラブ協議会・・・・ 

      《就 任 挨 拶》 
佐藤会長 

年度計画書がお手元に届

いているかと思いますが、こ

れをもとに「会長就任の所感

と方針」を読み上げさせて頂

き、クラブ協議会に入らせていただきます。 
2016～2017 年度の会長を務めさせていただく

ことになりました。我が狭山中央ロータリークラ

ブも四半世紀目前の年となり、より気持ちの引き

締まる思いであります。 会員皆様のご指導ご鞭撻

を賜りながら一年間、一生懸命務めさせていただ

きます。何卒よろしくお願い申し上げます。 



今年度の国際ロータリー会長ジョン・ジャーム

氏のテーマは『人類に奉仕するロータリー』 

となりました。「私たちが目指すのは単にロータリ

アンの数を増やすことではなく、ロータリーによ

る善き活動をより多く実現させ、将来にロータリ

ーのリーダーとなれるロータリアンを増やすこと

です」と述べられています。 

また、国際ロータリー第 2570地区ガバナー前嶋

修身氏のテーマは『知恵と元気を』とされ、このよ

うなメッセージを発信しております「残念ながら

第 2570 地区の会員数の減少は止まっていません。

会員の皆様には悪循環に陥る前に現状を理解して

いただいて、知恵を持ち寄り新入会員増と退会者

減に取り組んで頂き、元気なクラブを地区全体で

作りましょう。」また「ロータリーは広くよいこと

をしているのに現実の問題として、地域の人々に

ロータリーがどの程度認知されているのか、肌寒

いところがあります。よいことをすることは目立

ってもいいと思うのです」と述べられております。 

それを受けて今年度の狭山中央ロータリークラ

ブは、自分達の拠点とする地域を見つめ直し『地域

に根付いたロータリー』をテーマにしたいと思い

ます。  

その為には、まずは狭山の人々にロータリーを

知って頂く必要があると考えます。そこで狭山で

頑張っている団体の活動を支援し交流を深めるこ

とで、地域の人々にロータリーの奉仕精神に触れ

てもらい、知っていただくきっかけになると考え

ております。 

手探りではありますが、益々活気あふれる狭山

中央ロータリークラブを目指すべく皆様の温かい

ご指導を賜りながら、粉骨砕身で臨む所存です。 

クラブ奉仕・・・RI戦略にある増強と公共イメー

ジアップに努力する。 

① 会員増強は純増 5名を目指します。 

・若い世代の会員・女性会員の入会を推進しま 

す。 

・退会防止の為にも、新入会員への入会前の会 

長・幹事による説明と面接を実施します。 

②  公共イメージの向上を図ります。 

・ロータリーを知ってもらうため、地域イベン 

トへ参加します。 

・オンラインツールを活用します。 

③ 親睦活動は会員同士の理解を深める為の、最

重要行事です。 

楽しくワクワク、思い出に残る企画を考えて

いきたいと思っておりますので、皆様のご協

力を宜しくお願い致します。 

職業奉仕・・・自己の職業を社会に有用なものとし、

職業を通じ社会に奉仕する。 

・企業訪問を企画します。 

 ・企業の代表へ卓話を依頼します。 

社会奉仕・・・地域社会への貢献を通じ、奉仕活動

を意義あるものとする。 

・恒例の『フリーマーケット』に参加し売上げ

を地域社会へ還元します。 

 ・献眼登録を推進します。 

 ・財団の地区補助金を用いた奉仕活動を実践し

ます。 

国際奉仕・・・国際交流を通じ、国際社会に貢献で

きるよう務める。 

・今年は『モンゴル国干ばつ防止植樹プロジェ

クト』も終了し、これからの奉仕活動（グロ

ーバル補助金の方向性等）を考える準備期

間とします。 

青少年奉仕・・インターアクト・ローターアクト活

動の充実を図り、次世代を育てる。 

  ・各奉仕活動を通じ、地元の若き指導者との 

コミュニケーションを図る機会を積極的に

設けます。 

ロータリー財団・・・寄付を資金とし、プログラム

参加により地域、国際社会に貢献する。 

・財団への寄付金については理解をし、義務を

果たします。 

  ・個人の寄付については、会員の善意を尊重し

ます。 

ロータリー米山記念奨学部門 

  ・奨学生を今年度も継続して受け入れており

ます。交流の場をより多く設けお互いの未

来に役立つよう努めます。 

会長就任の一年間、更に『ロータリーの目的・意

義』の重要性を理解し、遵守し、研鑽を重ねて参

りたいと存じます。 

 



小島副会長 

 皆様こんにちは、佐藤年

度副会長を任命されまし

た、今年も一生懸命走り続

けますので一年間宜しく

お願い致します 

 

 

益子幹事 

みなさんこんにちは。 

2016-17 年度の幹事を務め

させていただきます益子で

す。まだ入会から浅いと思

っていましたが、今年度で

８年目になります。8年生で幹事職というのが早い

のか遅いのか妥当なのかは判断つきませんが、会

員の皆様には入会からこれまで大変に良くしてい

ただき、本当にありがとうございます。 

本日はクラブ協議会ですので、幹事としての抱

負などお話しなくてはいけないのでしょうが、基

本的には、佐藤会長の方針にのっとり、出来る限り

の努力をいとわない、ということを誓わせていた

だきます。 

この春には「地区研修・協議会」が開催され、新

しい国際ロータリー会長や地区ガバナーの方針が

公開されました。それを受けて、佐藤会長の方針も

決定し、役員をはじめ各委員長のもとには大分前

に所信が届いていたことと思います。お手元の年

度計画書にもありますが、「地域に根付いたロータ

リー」を根底に、佐藤会長が考え、行動するロータ

リー活動の役に立てればと思っています。 

すでに会長は地元狭山のボランティアグループ

や社会福祉法人とコンタクトもとっており活動は

始まっています。七夕祭りでの活動も委員会のメ

ンバーと進めています。また、ロータリー財団への

地区補助金も申請済みであり、とてもアクティブ

な会長に怠惰な私が付いていけるかが最大の心配

事です。基本的に今年度は身の丈にあった活動を

淡々と粛々と行う予定ですが、既にかなり艶やか

に華やかな活動を行っており、今後、夜間例会や家

族同伴１泊旅行、クリスマス会、新年会、ゴルフ、

お花見などイベントは目白押しです。会長のベタ

踏みのアクセルをそっと戻すことが私の大事な役

割かもしれません。また、先日の退任の挨拶でも申

し上げましたが、一層のコミュニケーション向上

のために例会時の着席レイアウトを変更する予定

です。毎回ではありませんが、テーブルにネームプ

レートを事前にセットして指定席として着席して

いただこうと考えていますのでご協力ください。 

幹事という大役を仰せつかり、自分の力不足を

悔やむこともあると思いますが、会員の皆様のご

協力無くしては務め上げることは出来ないと思っ

ておりますので、今後ともよろしくお願いします。 

併せて、今期も 2570 地区の社会奉仕部門の委員

を努めさせていただきますが、スケジュール調整

には細心の注意を払い、クラブや地区に迷惑が掛

からないように心掛けます。 

今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

します。 

 
 
会 計 栗原(成)会員 

 今年度会計を仰せつかり

ました、宜しくお願い致し

ます。皆様のお手元の年度

計画書、54 頁 2016～2017
年度予算書の欄で数字に誤

りがありましたので訂正をお願い致します。「収入

の部」で雑収入の部分 0 が一つ抜けております、

正確には 2,400,000 です。今年度は分担金など他

にも高騰しておりまして厳しい面もありますが、

一年間役務を全うしていきたいと思っております。 
 
 
清水 S.A.A 
 今年度 SAA の大役を引

き受ける事になりました。

私はロータリーに入会し

てまだ日が浅く何もわか

りませんが皆様のご協力

を得ながら、例会が楽しくスムーズに運べるよう

に会長・幹事の下、精一杯頑張って参りたいと思い

ますので、宜しくお願い致します。 

 



 
                       
     
 
佐藤君 佐藤年度、本日から始まります。 
    不行き届きの点多々あると思いますが、

一年間何とぞ宜しくお願い申し上げます。 
    皆様のご協力が最大のエンジンになって

進んで行けます。 
益子君 佐藤年度の船出です。会員の皆様のご協

力及び、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い

します。 
江原君 佐藤会長と新役員の皆様、今年度が大き

く飛躍する事を祈念しております。会員

の皆様と協力させて頂きますので、体調

管理をしっかりとし目標に向かって頑張

って下さい。 
稲見君 佐藤会長、益子幹事、清水 SAA、一年間

頑張って下さい。東副 SAA に読んでもら

いたくてニコニコ出しました。 
浜野君 佐藤年度の船出ですネ、大変おめでとう

ございます。今年度も会員誕生プレゼン

トでノエビア商品を使って頂きまして有

難うございます。今回は過去のプレゼン

トの中から評判の良い物をチョイスしま

した。宜しくお願い致します。 
小島君 佐藤年度スタートおめでとうございます。 

副会長をお手伝いをさせていただきます、

よろしくお願い致します。 
小室君 佐藤会長年度、一年間よろしくお願い致

します。 
栗原(成)君 佐藤年度のスタートおめでとうござ

います。会員全員で協力し良い年度にし

ましょう。 
 
 
 

 
 
 
 
小幡君 今期もロータリーでお世話になります。 
    佐藤年度他役員の皆様よろしくお願いし

ます。 
沼崎君 佐藤年度おめでとう。世代が変わってロ

ータリーも若さが協調され嬉しい限りで

す。 
佐々木君 佐藤会長をはじめ、役員の皆様一年間

よろしくお願い致します。 
清水君 佐藤年度の始まりです、一員として頑張

ります。 
狭山中央美女軍団 佐藤年度のスタート、おめで

とうございます。我々美女軍団全力でバ

ックアップさせて頂きます。 
会員誕生祝 若松君 
夫人誕生祝 若松君 稲見君 
 
 
 

 
 前年度・会長、副会長、幹事、SAA 

      記念の盾と記念品が贈られました。 
 
 
 

※次の例会     第２副 SAA 田端君 高田君 
 
７月１９日（火）      １２：３０～１３：３０ 
 
外来卓話  さやマーチ  
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