
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［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 1243 回 ( 2 月 4 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  栗原(憲)会員 栗原(成)会員 
 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

27名 21名 84.00 ％ - 

 

 

東 美栄 会長 

「米山梅吉と伯楽」 
 

先日、2570地区のガバナーエレクト・相原茂吉氏、米

山記念奨学 2019-2020年度委員長・島崎義春氏、同

2020-2021年度委員長・渡邊藤雄氏、以上 3名の連

名で 1通の文書が届きました。当クラブは次年度の米

山記念奨学生の世話クラブに手を挙げていましたが、

残念ながらその選に落ちたことを伝える内容でした。

次年度の米山記念奨学生は 13名。そこに狭山中央

を含む 19のクラブが手を挙げていたそうです。 

 

ご存知のように「米山記念奨学会」というは日本のロ

ータリーの父・米山梅吉氏を記念して 1952年に創設

されました。奨学生に選ばれる者は学業や研究に優

れているのはもちろん、異文化理解とコミュニケーショ

ン力に優れ、将来、日本と各々の母国との懸け橋とな

って活躍することが期待できる学生や研究者です。奨

学生にはロータリクラブ会員の寄付で賄われた返済

のいらない奨学金が支給されます。会員からの寄付

が多ければそれだけ多くの奨学生を支援できます。 

この制度がユニークなのは経済的な支援だけでなく、

世話クラブの例会やロータリーの様々なイベントに参

加する機会が提供されることです。1対 1のカウンセラ

ー制度は精神的なサポートであり、カウンセラーとの

交流は帰国後も続きます。 

 

さて、米山梅吉氏は常によき師に恵まれました。旧姓

「和田梅吉」は 1868年、大和国高取の藩士・和田竹

造と静岡三嶋神社の神官・日比谷右京の娘・うたの三

男として東京に生まれています。4歳の時に父親が亡

くなり、母親の郷里・静岡に移ります。7歳からは兄・

和田栄次郎が教師を務める「映雪舎」で学びます。 

11歳の時、幼いころから神童と言われた梅吉に土地

の名家・米山家から養子縁組の話が出ます。その後、

江原素六など何人もの「師」との出逢いが梅吉を待っ

ていました。そして20歳の時、正式に米山家の養子と

なった梅吉は渡米します。渡米先でも幾多のすばらし

 
 

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 柴田 譲    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 



い出逢がありました。帰国後には勝海舟に師事してい

ます。勝海舟というと思い出されるのは維新の英傑・

坂本龍馬です。土佐郷士の子でいたって平々凡々。

脱藩して江戸に上京した後も生活はハチャメチャ。 

そんな龍馬をある人物との出会いが変えます。その人

物こそ「勝海舟」です。龍馬 27歳（諸説あり）の時です。

勝海舟は龍馬に語ります。 

「今の日本は非常な危機に直面している。このままで

は隣国・清のように欧米列強に国土を侵されてしま

う！今こそ、国を背負って立つ、本当の国士が必要な

のだ！」この言葉で龍馬は変わりました。東奔西走。

名実ともに命を投げ出して働きました。 

 

よき師との出逢い。米山梅吉氏もそうですが、勝海舟

によって見出された坂本龍馬。この子弟の関係は私

に「ある人物」を思い出させます。それは「伯楽」です。

古代中国・春秋時代の人物です。本名を孫陽（そんよ

う）といい、奏の皇帝・穆公（ぼくこう・在位は紀元前

660-621年）の治世に馬を見る名人として知られた人

物です。馬の良し悪しが戦の勝敗、しいては国の命

運をも左右する時代には馬の目利きは重要でした。

「世に伯楽あり、然る後に千里の名馬あり」という言葉

をご存知の方も多いでしょう。世の中に優れた人材は

いくらでもいる。でも、それを見出し育てる「伯楽」は多

くない。1日に千里も万里も走る名馬は見た目だけで

はわかりません。 

 

米山記念奨学生を選ぶロータリークラブにも伯楽の

慧眼が求められます。次年度、私は米山記念奨学会

の地区役員を仰せつかっています。身の引き締まる

思いで臨みたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 佐々木康 副会長 > 

新狭山ロータリークラブ会長  小川正幸 様 

新狭山ロータリークラブ幹事  石川幸男 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < 佐々木康 副幹事 > 

・新狭山 RC「公開例会」のご案内 

・6月 7日開催の「ホノルル国際大会日本人親善 

 朝食会」のご案内 

・「狭山市入間川七夕まつり」中止のお知らせ 

 

・受贈会報  所沢中央ＲＣ 所沢ＲＣ 

幹事報告 

本日のお客様紹介 

1 月 27 日の「新春合同例会」では大変お世話

になりありがとうございました。また、４月

に開催されます「地区研修・協議会」では諸々

のご協力をいただきますが、何卒宜しくお願

い致します。両クラブにとって、コミュニケ

ーションをとりながら連携していくのはとて

も大切な事だと感じております。 

会長としてあと５か月間ですが、色々とかか

わって参りたいと思いますので、ご協力下さ

いますよう宜しくお願い致します。 

公開例会のご案内 

日時： 2020 年 2 月 17 日(月) 

場所： 新狭山ホテル 2F カトレア 

卓話： レイセオン日本支社 

    ビジネス開発ディレクター 

    田中耕太様 

   『アメリカ企業から見える 

   「日本防衛産業界の課題」について』 

*多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 



 

 

・親睦活動委員会       < 渡邉髙治 委員長 > 
  2月記念日のお祝い 

  会員誕生    沼﨑君 

          益子君 

夫人夫君誕生  高田君  

 

結婚記念    宮岡君  

 

 

クラブ協議会 
   

年次総会      柴田譲 会長エレクト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ロータリー活動が皆様の仕事や生活にどうかかわ

っているのか．．．．．とても興味があります。 

皆様が事業をするうえで、ロータリーの基本理念

である「四つのテスト」が活かされれば、それは

ロータリーにとって嬉しいことであり、皆さんに

とっても大変有意義な事です。 

 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

1.真実か どうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるか どうか 

 

THE FOUR-WAY TEST 
 Of the things we think, say or do 

1)  Is it the TRUTH? 

2)  Is it FAIR to all concerned?  

3)  Will it build GOODWILL and BETTER 

    FRIENDSHIPS? 

4)  Will it be BENEFICIAL to all concerned? 

2020-2021年度 狭山中央 RC執行役員（敬称略） 

会 長 柴田  譲 

 来年度は『クラブは一人の会員

の為に 会員はクラブの為に』

をテーマに掲げ、“入って良か

った”と思えるロータリーをつ

くっていきたいと考えており

ます。 

幹 事 佐々木 康 

  
会長エレクトのお話しを頂き、

それを断る理由に幹事ならと

受けてしまいました。が、お引

き受けしたからにはしっかり

と務めさせていただきますの

でどうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

Ｓ Ａ Ａ 渡邉  髙治 

 入会してまだ 2 年弱。少々経験

不足ではございますが、微力な

がらやらせていただこうとお

引き受けいたしました。 

宜しくお願いいたします。 

 

プログラム委員長 田端都女子 

 
いろいろな意見を出していた

だき、会員の皆さんと一緒に創

っていきたいと考えておりま

す。どうかご協力下さいますよ

うお願い致します。個々にお願

いに伺う際は宜しくお願い致

します。 

親 睦 委 員 長 小林奈保絵 

 

プログラム 2 年、ロータリーの

友、ＳＡＡとやってきましたの

で、来年は休みたいと思ってお

りましたが、柴田さん・佐々木

さんからお願いされお受けす

ることにしました。一生懸命や

りますので宜しくお願い致し

ます。 

会長エレクト 菊田 邦彦 

副 会 長 寳積 英彦 

 

入会してからまだ１年半しか

経っていない私が、このような

大役を受けてよいのか迷いま

したが、皆様がお忙しい中クラ

ブの為にやられていらっしゃ

るので、少しでもお役に立てる

ならとお引き受けいたしまし

た。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

委員会報告 



      

 

 

 

 

新狭山ＲＣ会長 小川正幸様、幹事 石川幸男様 

     先週の新年合同例会ではお世話になり

ました。本日はよろしくお願い致しま

す。 

東君   新狭山 RC会長 小川正幸様、同幹事 石

川幸男様、狭山中央 RCへようこそいら

っしゃいました。 

江原君  新狭山 RC会長 小川正幸様、新狭山Ｃ

幹事 石川幸男様、本日はようこそおい

で下さいました。今後共よろしくお願

い致します。 

稲見君  新狭山 RC 小川正幸会長、石川幸男幹

事、ようこそ当クラブへおこし下さい

ました。よろしくお願いします。 

小林君  新狭山ロータリーの会長・幹事の小川

様・石川様、ようこそおいで下さいま

した。よろしくご指導下さいませ。 

益子君  本日のクラブ協議会年次総会、柴田エ

レクトよろしくお願いします。新狭山

RC小川会長、石川幹事、ようこそいら

っしゃいました。 

益子君  誕生日のお祝いありがとうございます。 

宮岡君  結婚祝、ありがとうございました。あ

と一年もてば来年は金婚式です。気を

付けて頑張ります。 

沼﨑君  78才の誕生日、お祝いありがとう。昭

和 17年 2月 1日、戦争中で父はフィリ

ピン。母は長男誕生でもうれしさ半分

だったそうです。とても寒い日だった

と何度も言われました。 

柴田君  今回、来年度の執行役員を発表させて

いただきます。 

清水(武)君早退させていただきます。 

 

 

 

 

 

・3 月、4月のプログラムについて 

・佐々谷悦子様入会について（居住地域・職場地 

 域の問題） 

・例会日及び例会内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

◆ 次の例会 ◆ 

 
   2月 25日（火）  

  第 2 副 SAA：守屋会員 沼﨑会員 

  卓 話：RI第 2570地区 

       ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員  

       岡部みゆき様 

 

3月 3日（火） 

  第 2 副 SAA：小幡会員 奥富会員 

  卓 話：新狭山 RC 西澤長次様 

  定例理事会（例会終了後）  

 
定例理事会（例会終了後） 


