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吉松会員 高田会員

※出席報告
会員数
32 名

出席者数
25 名

出席率
92.59％

前回修正
-

会長の時間

清水 幸彦

会長

今年度クラブ会長として最後の
「会長の時間」となりました。
スタート時のことを思い起こせば、この時間に話がで
きるのが本当に夢のようです。それもこれも、皆様に
事あるごとに支えていただいたからであり、佐々木幹
事、事務局の協力があったればこそと、深く感謝して
おります。正直 12 月頃までは、どのタイミングで責任
を取るかと考えていました。守屋先生の一言が無けれ
ば間違いなく責任を取っていたと思います。就任 2 週
間で不信任をつきつけられた者として他に道はありま
せんでした。自分の対応が決して正しかったとは思っ
ていませんが、話し合いのテーブルをひっくり返さな
かった事は、自分ながらよく我慢できたと思います。
守屋先生、本当にありがとうございました。
26 人の会長の中で“何の記録もない会長”になったこ
とは確実ですが、“記憶に残る会長”になった気がしま
す。
最後の会長の時間は、何度負けても耐え忍び、人生
50 年の時代に 70 歳近くまで長寿を全うした“小田氏
治公”の話をするつもりでした。会長を全うしたからと

例会の記録

いきがる訳ではありませんが、世の中、何か起こっても、
覚えていない、知らなかった、他人のせいだ、やりたく
ない、で通ってしまう事に大変違和感を覚えていま
す。
私は 43 年前、ひょんなことから仲間 17 人で起業し、
その後序列 5 番目の業務責任者であった私が会社の
社長になってしまいました。当時一番働いたのは確か
ですが、それが社長になった理由だとは思いません。
40 年前泥船に乗った仲間を無事に卒業させることが
自分の使命だと思ったからだと思います。以来、会社
は潰さない、第一世代を無事卒業させることが自分の
仕事だと言い続けて統治してきました。それが正しか
ったかはわかりませんが、自分を含めて無事卒業でき
たことには満足しています。社長時代は、たとえ知ら
ないことがあっても、知らないと言って他人のせいにし
たことはありません。
社長にした息子へのはなむけの言葉は、「手柄は部
下、失敗は社長の責任」です。
ロータリークラブ入会 1 年目は若松パスト会長の隣の
席に座り、2 年目は副 SAA・・・・・以来ひな壇生活でし
たが、学ぶどころか目の前のことをこなすのが精いっ
ぱいで成長していない感じです。
これからゆっくりとロータリーに染まっていきたいと思っ
ています。

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・6 月 4 日の理事会で 7 月のプログラムが承認
・ガバナー訪問日延期（日程は未定）
・じゃがいも掘り協力のお願い
日時：6 月 22 日(土) 9：00-11：00
場所：栗原成美会員所有の畑
・受贈会報 入間南ＲＣ 所沢西ＲＣ 入間ＲＣ
・回
覧 次年度役員・理事の変更（新所沢 RC）
ＡＡＲニュース６月号

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会（小林奈保絵 委員長）
「ロータリーの友 6 月号」の紹介
【横組み】
表紙について（P41）
横組み「手を差し出せば」
ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ おかドド

縦組み「梅雨明け」
ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ ますこひかり

【縦組み】
サッカーで見る世界観（P4-8）
ｸﾗﾌﾞを訪ねて・長泉ロータリークラブ（P9-12）
患者さんを「様呼び」するのは
おかしいです(P16)
無国籍問題について(P19)
伸び伸びプレー
今年もサッカーフェス開催(P28-29)

クラブ協議会
2018-2019 年度役員・委員長退任挨拶
■出席向上委員会

片山 進 委員長

18 年間お世話になりありが
とうございました。
82 年の人生で貴重な 18 年間
でした。その経験を忘れず残
りの人生を過ごしていきた
いと思います。
これからの狭山中央ＲＣの
発展をお祈りします。

■Ｒ情報・雑誌委員会 小林 奈保絵 委員長
先日、
「ロータリーの友」で
も時々紹介されている“ロ
ータリーの森”の清掃に参
加しました。ロータリーの
森がどうしてできたか、ま
た清掃をする理由等がよく
わかりました。
来年も宜しくお願いします。

■クラブ管理運営
親睦活動委員会

若松 泰誼 委員長

皆様一年間ありがとうござ
いました。
人前で上手く話すには“ウケ
を狙わずありのままを話す”
と聞いてきましたので、今日
はその通りありのままをお
話しします。
清水年度のはじまりは大嵐
でしたので、友人でもある私は清水会長が辞めな
いように傍で支えていこうと思っていました。
しかし会長は、投げ出すぞと言いながらも、いつ
の間にか皆を会長のペースに巻き込んで一つにま
とめていました。親睦活動でも、女川町の親睦旅
行や花見等々を清水会長が後押ししてくれたおか
げですんなりと行うことができました。
会長のリーダーシップぶりに驚かされると共に感
服しています。
退会防止のためには親睦活動が非常に重要です。
来年度の渡邉委員長、私が出来なかったことも含
め宜しくお願いします。

■プログラム委員会

柴田 譲 委員長
ロータリーに入って 23 年経
ち、プログラム委員長も記憶
では 2 回目の経験となりまし
た。先日亡くなられた小澤さ
んから、クラブ運営には、会
長・幹事・親睦活動・ＳＡＡ・
プログラムの 5 人のベクトル
が同じであることが大切だ

と教わりました。
僭越ながら、次年度会長にも是非参考にしていた
だきたいと思います。
今年度のプログラム委員会は、様々な方面の方に
情報発信していただき、それを会員の皆様に受け
止めてもらえたらと外来卓話を重視しました。
一年間ご協力いただきありがとうございました。

■奉仕プロジェクト
社会奉仕委員会 益子 伸明 委員長
本年度の目標として
1.フリーマーケットへの参
加と売り上げの還元
2.財団の地区補助金を活用
して子供食堂への支援
3.その他、地区の社会奉仕活
動への協力
とありました。
残念ながらフリーマーケットは中止となりました
が、購入した赤飯と炊き込みご飯を会員の皆様に
購入していただき、売値を間違えて高く売ってし
まったこともあって利益を出すことができました。
豚汁を作っていただいた女性会員の皆様、ありが
とうございました。来年度は福寿の里の屋内で実

施予定ですので、雨の心配もなく実施が可能とな
りました。来年度も商品の提供を宜しくお願いし
ます。
子ども食堂に関しては、地区ガバナーの決定が遅
れてなかなか予算がおりなかったため、今年にな
ってからの行動開始でしたが、主に食材を支援し
ました。3 月 16 日当社の倉庫に、清水会長、佐々
木幹事、ひまわりクラブ井島様にお集まりいただ
き、玄米 180 キロ、サラダ油 15 リットル、レトル
トカレー200 食等の贈呈式を行いました。
また、ジャガイモの提供を実施するために、3 月
16 日に栗原成実会員の畑をお借りして種芋の植え
付けをし、5 月 11 日には芽かきと畝づくりを行い
ました。ご協力いただいた会員の皆様ありがとう
ございました。今週末 22 日（土）には収穫を行い
ますので、参加できる方はふるってご参加くださ
い。宜しくお願いします。また、個人的に食材や
倉庫など支援いただいた会員の皆様もありがとう
ございました。
次年度もひまわり倶楽部をはじめ地域の奉仕活動
への支援を引き続き行うと聞いておりますので、
ご協力の程、宜しくお願いします。
一年間ありがとうございました。

■会員増強委員会

栗原 成実 委員長

早いもので清水年度も今日が
最後。皆様大変お疲れ様でし
た。
会員増強として具体的な活動
はありませんでしたが、会員
の皆様のお蔭で、寶積英彦会
員、清水武信会員の 2 名の入
会がありました。
一年間ご協力ありがとうございました。来年も引
き続き会員増強を宜しくお願いします。
■松浦

法子 副ＳＡＡ

清水会長お疲れ様でした。
この一年、なるべく休まない
事とわかりやすくニコニコ
を報告する事を真面目に取
り組めたと思っています。
主人が定年退職をし、私も身
の丈に合った生活をと考え
退会を決めました。
皆様のお蔭で良い人生経験ができたと感謝してい
ます。ありがとうございました。

■田端

都女子 ＳＡＡ

不慣れながら一年間経過し
ました。清水会長、佐々木幹
事、事務局の新岡さん、そし
て皆様に支えられたからと
感じています。
例会のある日は、早く行って
準備をしようと心がけてき
ましたが、清水会長がいつも
早くからきて会場を整えてくださっていました。
例会は皆で作っていくものですが、清水会長のこ
のような行為は見習うべき事と感じています。
終盤はなかなか思うように出席できず申し訳あり
ませんでした。
失敗しても許して下さった皆様に支えられた一年
間でした。ありがとうございました。

■菊田

邦彦 副会長

先日の夜間例会で退任のお
花をいただき、改めて大変な
役をお受けしていたのだと
感じました。
清水会長のどんな役に立っ
たのか考えましたが、何の役
にも立っていませんでした。
最後になって怪我をしてし
まい、締まらない一年となってしまいましたが、
皆さんありがとうございました。
来年度も幹事を引き受けましたので、引き続き宜
しくお願いします。
■佐々木

康 幹事

幹事という大役を仰せつか
り、やっと長かった一年が
終わりました。
ＮＨＫ（某番組）のチコち
ゃんが「年を取ると時間が
速くなるのはなぜか」の問
いに「ときめきがないから」
と答えるのですが、私はこ
の一年間とても長く感じたので、ときめきを感じ
ながら幹事の仕事をさせてもらったのだと思いま
した。
ロータリーに入って 4 年ちょっとで幹事引き受け
させていただきましたが、幹事になった最初の 2
～3 か月の間にそれまでの 4 年間より“より多く”
ロータリーの事を学びました。当初は、突然辞め
た事務局の仕事をはじめ、本当に色々な事を益子
前会長に教えていただきました。ありがとうござ
いました。
清水会長は判断がとても速く、良い意味ですべて
を任せてもらえ、幹事としては大変やりやすかっ
たと思っています。
清水会長をどのくらい支えられたかはわかりませ
んが、守屋先生が私達を見てしみじみと言った「あ
なた達はお似合いのコンビですねぇ～」の言葉ど

おり、衝突する事もなく今日を迎える事ができま
した。
忙しく大変でしたが、一年たった今、幹事を引き
受けてよかったと思っています。多くの事を学び、
よりロータリーが好きになりました。
皆様ありがとうございました。
■清水

幸彦 会長

『ロータリーは面白くて為
にならなければならない』と
威勢よくスタートしたまで
は良かったのですが、早々に
大嵐がやって来て、面白いど
ころかチャンチャラおかし
いわいの状態になりそうな
ところを、皆様のお力添えで
立て直しをしていただき、こうしてゴールにたど
り着く事が出来ました。
おかげさまで第一目標の“皆勤”を達成すること
ができました。例会が月 3 回ペースになったこと、
同時に会社の方も会長になって時間的余裕ができ
た事が大きな要因となったようです。
今年度の一番大きな変化は、例会を月 1 回減らし
た事でした。当初は事務局の混乱もあって、間違
って行ってしまった方もいたようでしたが、出席
率 88％と、益子年度に次ぐ高出席率となり、個人
的にはよかったと思います。
会員増強に関しては、残念ながら目標を達成でき
ませんでした。会員増強は当分続く第一目標です
ので、東年度も宜しくお願いします。
外来卓話では、柴田プログラム委員長に大変なお
骨折りをいただきました。東年度は会員重視で行
うとのこと、楽しみにしています。
クラブ最大の行事であるガバナー公式訪問はとて
も緊張してしまいましたが、沼崎パスト会長をは
じめ皆様の協力をいただき無事終了しました。
仙台女川方面への親睦旅行では、栗原成実パスト
会長にお世話になり、商工会議所の方々との懇談
会、工場見学等とても楽しい旅行でした。
社会奉仕の一つである子供食堂への取り組みも 3
年続いています。地域交流フリーマーケットは雨
により 2 年連続中止でしたが、寶積理事長の裁断
で次回からは雨天決行できる体制をとって下さる
との事です。
最後になりましたが、例会数が減ったにも関わら
ず、ニコニコが前年度を上回る金額になり、繰越
金を減らさず東年度にバトンタッチできそうです。
皆様に守られっぱなしの一年、本当にありがとう
ございました。

清水(幸)君今日は清水年度最後の例会です。一年
間応援していただき本当にありがとう
ございました。
佐々木君 みなさん、一年間ありがとうございま
した。
江原君
清水会長、佐々木幹事、田端 SAA,菊田
副会長、他各役員の皆様、一年間あり
がとうございました。楽しい清水年度
でした。来月からの東年度も、引き続
き楽しい一年間になるよう皆で盛り上
げていきたいと思います。
浜野君
清水年度の役員の皆様、一年間大変お
疲れ様でした。充実した楽しいロータ
リーライフでした。申し訳ありません、
早退させて頂きます。
寶積君
清水会長、一年間本当にお疲れ様でし
た。ありがとうございました。
石川君
先週はご来店ありがとうございます。
片山君
18 年間ありがとうございました。
栗原(成)君清水会長はじめ役員の皆様、一年間楽
しいロータリーを作っていただき、あ
りがとうございました。この調子で東
年度も楽しくいきましょう。
益子君
清水年度一年間ごくろうさまでした。
松浦君
清水年度、一年間ありがとうございま
した。そして、皆様に親切にしていた
だいて本当にありがとうございました。
宮岡君
清水年度最後の例会、一年間ご苦労様
でした。又、片山会員退会ということ
で誠に残念ですが、これからは温泉め
ぐりということで元気で頑張ってくだ
さい。
沼崎君
佐々木幹事のお話の様に、8 月のプロ
グラムが変わります。会員卓話を急に
お願いしますので、その際は宜しくお
願いします。
小幡君
清水会長はじめ役員の皆様、一年間大
変ご苦労様でした。
柴田君
清水年度会長、幹事、他役員の方々お
疲れ様でした。
田端君
一年間勉強させていただきました。皆
様と共に学べた事感謝申し上げます。
渡邉君
清水会長及び役員の方々には、一年間
大変ご苦労様でした。

◆ 次の例会 ◆
7 月 9 日（火） 第 2 副ＳＡＡ： 浜野会員 寶積会員
クラブ協議会： 就任挨拶
7 月 16 日（火）例会取り止め（定款 8-1-Ｃ）
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7 月 23 日（火）例会臨時変更： 家族同伴夜間例会（18：00 狭山東武サロン）

