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※出席報告
会員数
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出席者数
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出席率
79.17 ％

前回修正
-

会長の時間

東 美栄 会長
「クラブにおける私の役割」

本日のこの例会が東年度
最後の例会となります。
まもなく 2019-2020 年度が終わります。
2019 年 7 月 2 日。第 1222 回の例会で始まった東年度。
前半は「会長エレクトの不在」後半は「新型コロナウィル
スによる休会」という異例の経緯をたどりましたが、こうし
て年度を締めくくる例会を開くことができましたのも、み
なさんのおかげです。ありがとうございます。会場の入り
口では検温と手指の消毒がありました。マスクを外せな
いため食事はもちろん、お茶すら出されません。会食な
しの例会は狭山中央ロータリークラブ史上初めてです。
さて、私の最後の「会長の時間」です。私ごときに「会長と
いう役割」が与えていただけた背景には 1989 年にロータ
リークラブ に女性の入会が認められた事。多くの素晴ら
しい女性会員がいた事。2002 年に青木直子さんという方
が私をロータリークラブ に紹介してくださった事。いくつ

例会の記録

もの出来事の積み重ねがありました。
東年度は狭山中央ロータリークラブ史上、かつてないほ
ど多数の退会者を出した年度となりました。その数、実に
8 名。会員の 26％に当たる、4 人に一人以上がクラブを去
ったことになります。その中には狭山中央ロータリークラ
ブの設立に尽力したチャーターメンバーも含まれていま
す。
「何とか引き止められなかったのか？」
「どうして退会届を受理した？説得はしたのか？」
「会員を入れるのがどんなに大変かわかっているのか？」
さまざまなお叱りを頂きました。しかし、入会から日の浅い
会員であれば「説得」のしようもありますが『ロータリー歴の
長い会員が退会届を出す』これはよほどの理由があって
のことです。引き止めは極めて困難です。そうは言っても、
私の力不足は否めません。本当に申し訳ありません。
2570 地区の「ガバナー月信」1 月号に、鈴木秀憲ガバナ
ーが各クラブを公式訪問した際の記事が載っています。
文や写真はクラブが用意したもので、狭山中央ロータリー
クラブの見出し文『ガバナー・スズキの限界集落探訪記』
は私が書きました。あの記事には賛否両論があったかと
思います。会長エレクトも決まらない。退会者も止まらない。
そんな状況を「限界集落」と自虐的に表現してしまいまし
た。賛否両論。そもそも伝統と格式あるロータリークラブの
会長という名誉が私に回ってきた理由。それは何だった
のでしょう。
「会長に相応しかったから」
いいえ。私はそうだとは思っていません。おそらく「他にや
る人がいなかったから」です。その根拠は東年度の「会長
エレクトの不在」にあります。誰も会長を引き受けようとし
なかった。緊急避難的に決まった次年度の会長は「パスト
会長」です。
さて、かれこれ 20 年前から私は医療法人で理事長をし
ています。医療法により医療法人の理事長というは医師
または歯科医師に限られているので、医師でない私は

「特例」です。理事長だった父が亡くなり、代表者の変
・6 月 20 日（土）栗原(成)パスト会長の畑で
更申請をしたところ「医療法人の理事長に相応しい人
じゃがいもを収穫し、子供食堂へ寄贈しました。
物かどうか審査する」と県の医療整備課から呼ばれまし
た。審査官の開口一番は「あなたは暫定の理事長です。
医師の理事長が見つかるまでの『つなぎ』です」でした。
無事に審査を通ったのですから、特例だろうと何だろう
と「本物」です。暫定と言われても、別に期限があるわけ
ではありません。しかし、審査官の言葉は小さな棘のよ
うに、今も心のどこかに刺さっていて、何かの折に、例え
ば「ロータリークラブの会長」といった役割をいただいた
時などに「私は『つなぎ』なんだ。次の人までの『つなぎ』
なんだ」と思ってしまうのです。
しかし、それは同時に「何が何でも引き継がせるんだ」と
いう強い意志にもなります。自分の代で終わりなんて事
・受贈会報 所沢中央ＲＣ 所沢西ＲＣ
は、決してあってはならないのですから。
飯能ＲＣ
所沢ＲＣ
入間ＲＣ
入間南ＲＣ
★栗原パスト会長、いつもありがとうございます！
狭山中央ロータリークラブの会長という役割を与えてい
★参加してくださった有志の方々、
ただき、ありがとうございました。無事に次の会長に引き
暑い中お疲れ様でした！
継げます事、心から安堵しています。すべて、みなさん
のおかげです。
・回
覧 第 14 回ライラデー報告書
本当に、本当にありがとうございました。
国際ロータリー ブランドニュース
米山梅吉記念館 館報
学友会ニュース
本日のお客様紹介
ハイライトよねやま
尚寿会グループ広報紙「show 尚」
< 佐々木康 副会長 >
ＡＡＲニュース
2019-20 年度地区研修・協議会実行委員長
飯能ＲＣ「55 年史」
（新狭山ＲＣ） 西澤長次 様
熊本･大分地震に関する収支報告書
今年度地区研修協
議会の、50 年に一
度のホストクラブとな
委員会報告
り、貴クラブには
色々とご協力いただ
・親睦活動委員会
< 渡邉髙治 委員長 >
きました。残念なが
4 月記念日のお祝い
らコロナの影響で中
会員誕生
江原君
止となってしまいま
結婚記念
田端君
柴田君
したが、冊子と DVD
5 月記念日のお祝い
を作成し、支払い等
夫人夫君誕生
寳積君
も含め全て終了致しましたので、本日ご報告申し上げま
結婚記念
小幡君
清水(武)君
す。ありがとうございました。
渡邉君
江原君
沼﨑君
6 月記念日のお祝い
会員誕生
小島君
守屋君
幹事報告
清水(幸)君
夫人夫君誕生
渡邉君
東君
< 佐々木康 副会長 >
結婚記念
東君
・恒例の「緑の募金」10,000 円を実施
・Ｒ情報・雑誌委員会
< 稲見淳 委員長 >
・読売新聞(4 月 17 日)に鈴木秀憲ガバナーと埼玉
「ロータリーの友
5・6
月号」の紹介
県知事の対談掲載のお知らせ
【横組み】
・新型コロナウイルスの医療関係者従事者に贈る
表紙「はためき」
「雨音」
講談の動画を製作した「狭山まちづくリストの
RI 会長メッセージ（P3）
会」に 5,000 円寄付の報告
侃侃諤諤
・
『幻の地区大会』冊子発行のお知らせ
今は会員増強ではなく、会員維持のとき(P11)
・職業奉仕に関する冊子『磨く』発行のお知らせ
【縦組み】
・退会会員の報告
この人訪ねて 畑中教一さん（P9-12）

クラブ協議会
2019-2020 年度役員・委員長退任挨拶
■出席向上 守屋 昭夫 委員長
ご存じの通り、出席向上委
員長は当日の出席記録を
読み上げるのですが、これ
はロータリーの規則で決め
られています。なので、慣れ
ないことでしたが一年間義
務を果たさせていただきまし
た。ありがとうございました。
■Ｒ情報・雑誌 稲見 淳 委員長
一年間、Ｒ情報・雑誌委員
長をやらせていただいきまし
た。私に一番似合わない役
目で、お聞き苦しいところも
多かったと思いますが、ご協
力いただきありがとうござい
ました。
■クラブ管理運営・親睦活動 渡邉 髙治 委員長
皆様のご支援を頂きながら
一年間やってまいりました。
1 月からはコロナの関係で活
動が出来なくなり、11 月の日
帰り親睦旅行が唯一の実績
となってしまったことがとても
残念です。来期も運営に参
加させていただきますので、
何卒宜しくお願いいたします。一年間ありがとうござい
ました。
■プログラム 沼﨑 正徳 委員長
私は当クラブの活性化を
図るためにメンバー１人
１人がそれなりの仕事を
してほしいと考え、例会に
おける卓話を会員自身で
やって頂く事を考えまし
た。年度計画にもそのよう
に記載しました。その結果
外来卓話に比べお礼が不要になり経費節減にもつ
ながりました。それなりに目的に向かって進みま
したが、最終の３月以降コロナによる休会で目標
未遂に終わってしまった事が残念です。高田会員
の「鷹との生活」
、菊田会員の「カリブ海クルーズ」、
清水幸彦会員の「南アフリカ旅行」など、面白い
企画が実施できませんでした。お辞めになった田
中八束会員の「昔読んだ本のお話」も楽しみでし
た。次年度はロータリー情報、雑誌委員を担当さ
せて頂きますが、ロータリーの友の話以外に会員
自身が経験された他所のロータリーの話や海外の

お話がお聞きできたらと考えています。ありがと
うございました。
■クラブ公共イメージ 若松 泰誼 委員長
どこをたたいても埃の出
ない私にピッタリの役を
いただき、相当な力を入れ
て活動しようと思ってお
りましたが、こんな状況に
なってしまい実績ゼロで
す。東会長の喜ぶ顔を皆様
にお見せできず申し訳あ
りませんでした。
■会員増強 田端 都女子 委員長
今年度は会員増強どころか
会員減少になってしまいまし
た。しっかり自分の役目をし
なければならなかったと反省
しております。来期は何かに
つけて皆様のご指導をいた
だきながら共創していきたい
と思います。
■奉仕プロエクト・職業奉仕 小島 美恵子 委員長
今期後半に職業（企業）訪
問をしようと考えており
ましたが、ご承知のように
コロナ禍で実施出来ませ
んでした。何も出来ない一
年になってしまいました。
お世話になりありがとう
ございました。
■社会奉仕 浜野 貴子 委員長
10 月 19 日尚寿会のフリー
マーケットに参加し、
163,545 円の売上、必要経
費を除いて 112,513 円の
利益となりました。これは
子供食堂へまわしていき
たいと考えています。また、
6 月 20 日に栗原成実会員
の畑でじゃがいもを収穫し、子供食堂へ寄贈しま
した。来期も子供食堂を支援していきたいと思い
ますので宜しくお願いいたします。
■国際奉仕 柴田 譲 委員長
一度セミナーに出ただけ
で終わってしまいました。
以前は埼玉ユネスコから
様々な情報をもらって活
動していましたが、現在は
外国とも関係を持ってい
る個々の方々に情報をも
らいながら活動をしてい

るということです。
別件ですが、私がカウンセラーをしているＲ財団
グローバル補助金奨学生の岩瀬風香さんがオスロ
大学に合格しました。既に理事の承認をとりまし
たが、7 月 14 日の例会でお祝金を渡したいと考え
ておりますので、皆様何卒ご了承いただきますよ
う宜しくお願いいたします。
■ロータリー財団 江原 伸夫 委員長
3 年連続でロータリー財団
の委員長をやらせていた
だきました。いつも苦慮し
ていた個人寄付も、今年度
は、協力の快諾をいただい
た 5 名のうち、東会長・退
会された吉松会員・私とで、
無事目標を達成する事が
できました。来年度も何卒ご協力くださいますよ
う宜しくお願いいたします。
■米山記念奨学 清水 武信 委員長
公益財団法人ロータリー
米山記念奨学会は、日本に
在留している私費外国人
留学生に対し、日本全国の
ロータリアンの寄付金を
財源として奨学金を支給
する民間最大の奨学団体
です。将来母国と日本の架
け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を
奨学する事を目的としています。米山奨学生の採
用数は、年間 860 人(枠)で事業費は約 14 億円にな
ります。これまでに支援してきた奨学生数は累計
で 21,023 人(2,019.7 月現在)。その出身国は世界
129 の国と地域に及びます。奨学金による経済的
な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世話
クラブとカウンセラー制度による心の通った支援
があります。2019-20 年度の狭山中央ＲＣの実績
は、普通寄付金(1 人年間 4 千円)114 千円、特別寄
付金は、奥富喜平会員・清水武信会員の 2 名で 30
万円の寄付を頂きました。狭山中央ＲＣの累計で
は 、 普 通 寄 付 金 が 4,745,100 円 、 特 別 寄 付 金
12,600,000 円、合計 17,345,100 円になります。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
■清水 幸彦 クラブ研修リーダー
前半は会長エレクト選び、
後半はコロナ…と、研修会
どころか炉辺会も開催で
きず、皆様のお役にたてま
せんでした。申し訳ありま
せん。幸い来期もお役目を
いただきましたので、今度
こそ一生懸命頑張りたい
と思います。宜しくお願いいたします。

■小林 奈保絵 ＳＡＡ
つたない進行役で、皆様に
不愉快な思いをさせてし
まったこともあったかと
思います。お詫び申し上げ
ます。例会が行われなかっ
たこの期間、自分の感染を
心配しながら、仕事の関係
で病院に度々行っており
ました。なので、少々疲れております。来期もど
うぞ宜しくお願いいたします。
■佐々木 康 副会長
副会長として一年間お客
様の紹介をさせていただ
きました。心配していたも
う一つの“会長が休みの時
は「会長の時間」を代わり
に行う”という仕事は、東
会長が一年間無欠席でし
たので出番がなく、非常に
ほっとしております。どうもありがとうございま
した。
■菊田 邦彦 幹事

（欠席）
まずはじめに、今年度最後
の例会を欠席する事をお
詫びいたします。怪我で始
まり病気で終わる・・・
何とも不本意な一年にな
ってしまいました。慣れな
いことばかりでしたが、皆
様に助けていただき何と
か終える事ができました。一年間、ご理解そして
ご協力いただきありがとうございました。来年度
は会長エレクトという大役を仰せつかっておりま
す。引き続き皆様にご教授いただきながら務めさ
せていただきますので、宜しくお願いいたします。
■東美栄 会長
一年間、皆様ありがとうご
ざいました。第一回目の例
会が第 1222 回という数字
の揃ったゾロ目の回数で
した。そして本日第 1247
回。実に 26 回、会長とし
てここに立たせて頂いた
と思うと感無量です。前半
は会長エレクト不在、後半はコロナという前代未
聞の事が次々に起こった一年間でしたが、きっと
いつか笑い話になる日が来ると思っております。
本当に一年間ありがとうございました。

役員・委員長の皆様、一年間大変お世話になりました！

田端君
地区研修・協議会実行委員長(新狭山 RC) 西澤長次様

地区研修協議会の件では大変お世話に
なりまして有難うございました。次年
度はガバナー補佐として訪問させてい
ただきます。宜しくお願い致します。
東君
さまざまな出来事が起こった 2019-20
年度でした。このような時に会長とい
う役割を与えていただいた御縁に感謝
いたします。併せて、夫の誕生と結婚
のお祝いをありがとうございます。
江原君
皆様お久しぶりです。お元気そうなお
顔を拝見でき嬉しく思っております。
今後共宜しく御願い致します。
江原君
久しぶりの例会で自分の誕生月につい
て忘れてしまいました。覚えていてく
れてありがとうございます。結婚祝い
も忘れていました。
稲見君
東会長はじめ役員の方々、一年間お疲
れさまでした。後半はコロナで大変で
したが、楽しい年度でした。ありがと
うございました。
小島君
誕生祝ありがとうございます。コロナ
禍のなかすっかり忘れておりました。
栗原(憲)君 3 月の結婚記念日祝、ありがとうござ
いました。
栗原(成)君畑中さん(所沢中央 RC)は私の親戚です。
守屋君
93 才になりました。久しぶりにお目に
かかれてうれしいことです。早く新コ
ロナとの戦いをやりとげて絵のような
生活をとりもどしたいものです。
沼﨑君
去る 4 月 1 日、次男がクリニックを開
業しました。コロナにより患者さんが
少なく苦心しています。泌尿器科です。
よろしくお願いします。
沼﨑君
5 月 22 日は 53 回目の結婚記念日でし
た。ともかく波風少なくすごしました。
よろしくお願いします。
小幡君
47 回目の結婚記念を 5 月に迎えました。
夫婦共毎日元気で過ごしています。後
10 年は健康で旅行を楽しみ暮らしてい
きたいと思います。
佐々木君 皆様こんにちは。大変お久しぶりです。
久しぶりの例会が東年度最後の例会と
なり、とても残念です。東会長、菊田
幹事、一年間おつかれさまでした。
佐々谷君 初回なので!!
柴田君
結婚祝、49 回目を迎えることが出来ま
した。継続も大変な力が必要です。
清水(武)君結婚記念日のお祝いありがとうござい
ます。
清水(幸)君誕生祝いありがとうございます。お久

渡邉君

しぶりです。これからもよろしくお願
い致します。
皆様お久し振りでございます。4 月の
結婚記念祝ありがとうございます。そ
して 3 ヵ月コロナ禍の中皆様お元気で
何事も無かった事がとても嬉しいです。
結婚記念日及び妻の誕生日のお祝いを
頂き有難うございます。これからも仲
良く過ごして行きたいと思います。

定例理事会（例会終了後）
・コロナ禍での例会のやり方（感染状況により変
更する場合あり）
月 2 回開催（標準 RC 定款第 7 条(f)）に変更
会場はｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを考慮し横並び席に配置
入室の際はﾏｽｸを着用し手の消毒・検温を行う
外来卓は行わず会員卓話中心とする
夜間例会・親睦旅行は行わない
食事は蓋つき、汁物なし、お茶はﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙで提
供し、食事中のお喋りは極力控える（要検討）
・会費について
・7 月、8 月のプログラムについて
・8 月 11 日ガバナー公式訪問について
プランＡ（例年どおり）で行う。
但しクラブ協議会は行わない。
・奥富喜平会員の退会について
＊今回の理事会は、コロナの影響により月末開催と
なりましたので、新年度理事により行われました。

◆ 次の例会 ◆

7 月 14 日（火）
第 2 副 SAA：若松会員 東会員
クラブ協議会(各委員長就任挨拶）
7 月 21 日（火）
例会取り止め
7 月 28 日（火）
例会取り止め

