
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［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 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 1228 回 ( 9 月 3 日) 例会の記録 
 

点  鐘  東美栄会長 

合  唱  国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  益子会員 宮岡会員 
 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

30 名 23 名 88.46 ％ - 

 

 

 

 

 

東 美栄 会長 

                   

「第 2の緒方貞子」 
 

 

 

 

 

ロータリー財団の「グローバル補助金」は 6つの重点

分野（❶平和構築と紛争予防、❷疾病予防と治療、

❸水と衛生、❹母子の健康、❺基本的教育と識字率

向上、❻地域社会の経済発展）のいずれかに該当し、

補助金を使い切った後もその活動が持続可能で、か

つ成果が客観的に測定できる活動に対し資金を提供

しています。その活動は大まかに 3つあります。 

① 人道的プロジェクトの支援 

② 奨学金の支給（大学院レベルの留学） 

③ 職業研修チームの海外派遣（専門職業に関係す 

る研修を提供するチーム、および研修を受けるチ 

ーム） 

 

私たち狭山中央ロータリークラブはオスロ大学大学院

（ノルウェー）留学を希望している、岩瀬風香さん（上

智大学・総合グローバル学部在籍中）のホストクラブ

です。岩瀬さんは留学まで様々なロータリー活動に参

加しクラブへの理解を深めようとしています。柴田譲

パスト会長がカウンセラーを務めています。 

 

ロータリークラブが重点分野の筆頭に掲げる「❶平和

構築と紛争予防」（原文 promoting Peace）の具体的

な活動内容は以下の 5つです。 

① 地元の平和活動を強化する 

② 地元の指導者に紛争予防と仲裁に関して研修を 

行う 

③ 紛争の影響かにある地域で長期的な平和構築を 

支援する 

④ 紛争により傷つきやすい人々、特に子供と青少年 

に援助の手を差し伸べる 

⑤ 平和と紛争解決に関する研究を支援する 

 

先日、岩瀬さんは当クラブを訪問しオスロ大学大学院

に留学し「平和と紛争解決に関する研究」をしたい。

そして「平和の推進」の一助になりたいと熱く語ってく

れました。それはまるで国連難民高等弁務官を 10年

にわたって務めた緒方貞子氏のようでした。 

 

― 緒方貞子（オガタ・サダコ） ― 

 

国際政治学者  

1927年9月16日東京生まれ。曾祖父は元総理大臣・

犬養毅   

聖心女子大学文学部英文科卒  

ジョージタウン大学 国際関係論修士 

カリフォルニア大学バークレー校 政治学博士（満州

事変の研究で博士号取得） 

1974年 国際基督教大学 准教授 

 
 

週 報 
2019～2020年度  ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

ＲＩのテーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』 
地区のテーマ 『未来へつなぐ 変える』ガバナー 鈴木秀憲 

 

 

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          HP： https://www.schuohrc.org E-mail： schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

 会長 東 美栄   会長ｴﾚｸﾄ         副会長 佐々木康   幹事 菊田邦彦 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

会長の時間 



1976年 日本人女性初の国連公使 以降 特命全権

公使 国連人権委員会日本政府代表 

1980年 上智大学 教授就任 

1991年 第 8代国連難民高等弁務官 （～2000年 12

月退任） 

2003年 国際協力機構（JICA）理事長 （～2012年退

任。現在は特別顧問） 

2001年 人間の安全保障委員会共同議長 アフガニ

スタン支援日本政府特別代表 

2004年 皇室典範に関する有識者会議に参加 （美

智子上皇后さまの同窓） 

 

「国連公使」、「国際連合児童基金執行理事会議長」、

「国連人権委員会日本政府代表」、そして緒方氏の

名を一躍広めた「国連難民高等弁務官」。 

120か国 5,000人のスタッフを統括し紛争地に自ら足

を運ぶ姿が記憶に新しいです。 

現在は独立行政法人国際協力機構の理事長であり、

岩瀬さんが学んでいる上智大学の名誉教授でもあり

ます。 

 

私は岩瀬さんが将来「第 2の緒方貞子」になってくれ

ることを願っています。 

 

 

 

 

 

< 菊田邦彦 幹事 > 

・8月 2日に「米山記念奨学会特別寄付」をされ 

 た奥富喜平会員へ感謝状の贈呈 

 
 

・8月 29日(木)新狭山 RCにて「地区研修･協議会 

 第 1回打合せ」開催 

 受贈会報   

・飯能ＲＣ 所沢西ＲＣ 

 回  覧  

・米山梅吉記念館「館報」秋号及び賛助会入会の 

 お願い 

       

 

 

 
・親睦活動委員会       < 渡邉髙治 委員長 > 

  9月記念日のお祝い 

 

 

 

 

 

 

 

  会員誕生    田端君 

   夫人夫君誕生  田端君   栗原君  

        江原君 

   結婚記念    佐々木君  稲見君 

 

・Ｒ財団委員会    < 江原伸夫 委員長 > 

 「年次基金」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今年度の達成目標 

 (クラブ寄付$50＋個人寄付$100)×30 名＝＄4500 

  のご協力のお願い 

 

・社会奉仕委員会   < 浜野貴子 委員長 > 

  10月 19日(土)開催の「地域交流フリーマーケ 

   ット」について 

 

 

 

 

 

 

 
  フリマ商品ご協力のお願い 

  10月 15日(火)13：00～事務局にて、値付け作業 

  ご協力のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

委員会報告 



 
 

＜古谷 博 会員＞ 
 

私は現在、農業協同組合狭山市地域の理事及び理

事代表をしており、週に 10 日から 15 日程度農協

に出向いております。 

本日は農協の話をさせていただきますので宜しく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 協 の 話 
 

＊以下は配布資料(ＪＡ資料)より引用 

 

■農業協同組合(ＪＡ)グループとは 

農業者の協同組合 ＪＡはそれぞれ独立した協同

組合として事業を行うものですが、農産物の広域

販売、資材の有利仕入れ、余裕金の運用、共済の

責任保有等は、個々のＪＡで行うよりＪＡが集め

て連合会をつくることで、より効果的に事業を行

なうことができます。 

ＪＡ中央会は、ＪＡ、連合会の健全な発展をはか

ることを目的として、都道府県に都道府県農業共

同組合中央会、全国に全国農業協同組合中央会が

あります。 

組合員に密接に結びついているのは地域に存在す

るＪＡですが、ＪＡを支援する仕組みとして、連

合会や中央会があります。 

ＪＡは主として個人が組合員になっていますが、

それに対して連合会はＪＡが会員となって運営し

ています。また、中央会はＪＡと連合会が会員と

なっており、ＪＡ・連合会・中央会および関係団

体を総称してＪＡグループと呼んでいます。 

 

■いるま野農業協同組合の誕生 

平成 8年 4月 1日、11のＪＡ(川越市、霞ケ関、

入間東部、入間市、狭山市、坂戸市、鶴ヶ島市、

毛呂山町、越生町、埼玉日高、飯能市)が、“日本

でいちばん輝いているＪＡ”を目指して合併し「い

るま野農業協同組合」が誕生しました。 

21世紀を迎えた平成 13年 4月 2日、ＪＡいるま

野はＪＡ所沢市と合併、新生「いるま野農業協同

組合」として輝かしい新時代へスタートしました。 

 

■ＪＡいるま野の基本姿勢 

・理念  

 人に優しい豊かな地域社会を目指して 

・基本方針  

「農業者の所得増大」「農業生産拡大」へのさらな 

 る挑戦 

「地域活性化」への貢献 

「わたしたちのＪＡ」意識の向上と共同活動の展 

 開 

 

■ＪＡいるま野の概要(平成 31年 3月末日現在） 

 

 組織事業概要 
組合員数 正組合員 29,620人 

     准組合員 70,411人 

     合計 100,031人 

出資金 58億円 

貯金 1兆 2,263億円 

貸出金 4,120億円 

長期共済保有高 2兆 372億円 

購買品供給高 57億円 

受託品販売高 104億円 

販売品販売高 8億円 

自己資本比率 13.72％ 

出店数 55支店 

職員数(ﾊﾟｰﾄ･派遣･嘱託を含む) 1,419 人 

 

 地域組合員数 
地域 種別 H29.3月期 H30.3月期 H31.3月期 

川越 

正組合員 6,289 6,416 6,490 

准組合員 12,972 13,687 14,224 

合  計 19,261 20,103 20,714 

北部 

正組合員 5,155 5,160 5,133 

准組合員 8,854 9,088 9,295 

合  計 14,009 14,248 14,428 

東部 

正組合員 3,511 3,524 3,502 

准組合員 9,288 9,743 10,119 

合  計 12,799 13,267 13,621 

所沢 

正組合員 3,756 3,827 3,767 

准組合員 8,912 9,376 9,707 

合  計 12,668 13,203 13,474 

入間 

正組合員 2,496 2,510 2,530 

准組合員 9,464 9,743 9,940 

合  計 11,960 12,253 12,470 

狭山 

正組合員 2,895 2,866 2,913 

准組合員 6,747 6,994 7,121 

合  計 9,642 9,860 10,034 

西部 

正組合員 5,229 5,297 5,285 

准組合員 9,806 9,925 10,005 

合  計 15,035 15,222 15,290 

総計 

正組合員 29,331 29,600 29,620 

准組合員 66,043 68,556 70,411 

合  計 95,374 98,156 100,031 

（単位：人） 

 

 

 

会員卓話 
 



 組織 
組織名 構成員数 

米麦組織 1,392 

園芸組織 871 

直売組織 1,614 

養蚕組織 6 

酪農・畜産・養鶏組織 43 

特産組織  *梅･栗･ゆず･茶の組織 486 

資産管理組織 4,273 

(うち青色申告組織) 529 

後継者組織 338 

女性組織 3,232 

助け合い組織 312 

結婚相談員組織 90 

年金友の会 57,083 

共済友の会      *世帯数 12,158 

農作業受託組織 269 

農機 SS友の会 120 

（単位：人） 

 

■日米貿易交渉の現状と今後の見通し 

2019年 4月の貿易交渉開始以降、早いペースで実

務者レベル・閣僚レベルによる交渉が開催されて

います。茂木大臣は、8月 1～2日に開催された閣

僚級の交渉会合で、早期合意に向け進展があった

ことを会合後の記者会見で協調。今後成果公表に

向け交渉が加速化していくものと考えられます。 

 

� ＪＡグループとしての状勢認識 

農業分野の交渉についてはＴＰＰ枠やセーフガー

ドの扱い等が論点。しかし、米国側は早期合意を

優先させる姿勢で臨んでおり、日米共同声明に沿

った形で交渉が進められるものと考えられる。 

一方自動車分野については、日米双方の主張が乖

離している状態が続いているとの観測。早期合意

には日米双方で何らかの妥協点が見いだされる必

要。 

他方、早期合意には米国側でも関税引下げ等の何

らかの対応が必要。しかし、米国下院議会は野党

である民主党が多数を占めており、協定の議会批

准は難航する可能性。このため、トランプ政権は

議会批准を要さない手法（大統領の権限で実施で

きる措置）により対処する可能性。 

今後、詰めの協議が閣僚級・実務者級の交渉会合

で進められていくものと想定。今秋から年内にも

大筋合意という局面が来る可能性を念頭に置く必

要がある。 

 

＊＊＊会員の方々に“古谷園”のお茶とお菓子が配ら

れました。早々に美味しくいただきました。 

ご馳走さまでした！そして卓話をありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東君   古谷パスト会長の卓話、楽しみにして

います！ 

江原君  妻の誕生祝をありがとうございます。 

江原君  古谷パスト会長、本日の卓話を楽しみ

にしております。宜しく御願い致しま

す。 

古谷君  本日は退屈すると思いますが、卓話さ

せていただきます。お昼寝していて下

さい。 

浜野君  古谷会員、本日の会員卓話宜しくお願

い致します。楽しみにしていました。 

寶積君  早いもので本年も 3分の 2が過ぎまし

た。本日は古谷博会員、農協のお話楽

しみにしております。 

稲見君  結婚祝、ありがとうございます。 

小林君  古谷会員、卓話を引き受けて下さって

ありがとうございます。感謝です。 

小島君  会員卓話、古谷パスト会長、お話楽し

みにしておりました。宜しくお願い致

します。 

栗原(成)君今月は妻の誕生日です。彼女の 1番は

孫の世話です。ついに私は 7番目に落

ちました。 

奥富君  古谷会員、今日の卓話よろしくお願い

します。 

佐々木君 結婚記念のお祝いありがとうございま

す。これからも夫婦仲よくすごしてい

きたいと思います。 

田端君  今日は古谷博様、講話楽しみです。今

月は主人公男さんと私の誕生月、とて

も経済的な田端家です。ワクワクする

希望を以って人生楽しみます。生涯現

役、生涯喜働で。 

 

 

 

・10月、11月のプログラムについて 

・10月 19日(土)フリーマーケットついて(雨天決行) 

  フリマ商品 1人 2点の協力をお願い 

  10月 15日(火)13：00～事務局にて値付作業 

  10月 18日(金)栗原会員宅にて豚汁作り 

  豚汁の販売価格\150に変更 

  揃いのエプロン･帽子(三角巾)をｵｸﾄﾝに注文 

  その他、食材・車・備品手配の協力等 

・11月 14日(木)日帰り旅行について 

  群馬方面で検討 

・ロータリー財団月間卓話者派遣依頼について 

  1月依頼希望にて申請 

    

 

定例理事会（例会終了後） 

◆ 次の例会 ◆ 

 

9月 17日（火）例会取り止め（定款 8-1-C） 

9月 24日（火）第 2 副 SAA：沼崎会員 小幡会員 

              外来卓話：狭山警察署 担当部長 

 


