
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 1252 回 ( 9 月 1 日) 例会の記録 

点  鐘  柴田譲会長 

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 出席向上委員会 < 小幡直樹 委員長 > 

会員数 出席者数 出席率 

23名 23名 100 ％ 

 

 

 

 

柴田 譲 会長 

 

近江商人の

“三方よし”、

千利休の“相

客に心せよ”、

稲盛和夫氏の

“リーダーの精

神やリーダー

シップの考え

方”に共通す

る「他人を思

いやる心」が、

ロータリアンに

とって重要な

心構えだと、

相原ガバナー

は仰いました。 

小生は、最近特に「他人を思いやる心」が、自分の今

日までの様々な経験を伴う「学び」の中で到達した心

の在り方であるように思えてなりません。 

自分が生きてきた中で、“77歳にして未だ某メーカー

の代理店扱いをして頂いているのはどうしてだろう？”

と、ここ数年問題意識の中で感じていましたが・・・ 

某メーカーの責任者とは、24年もの年齢差がありなが

ら、小生と数十年間一緒に営業活動を展開してきまし

た。 

特殊な仕事であることは勿論ですが、お互いの間で

信義を尽くして頑張り、今日の成果を得る事が出来た

と思っております。 

その中で、単に信頼、信義等の言葉がありますが、そ

の言葉では表せ得ないもっと深い崇高な「なにか」が

あり、表わせる言葉がないだろうかと考えた末に、「相

手（他人）を思いやる心」がはやり一番適切な言葉だ

と最近感じております。勿論、お互いがそれぞれの立

場から「相手を思いやる心」があった上で、今日の成

果が得られたのではないだろうかと感じております。 

 

この事が、今回相原ガバナーが期せずしてお話しに

なった事で印象に残りました。 

 

 

 

 

< 寳積英彦 副会長 > 

新狭山ロータリークラブ 会長     伊藤宜明 様 

      〃        幹事     出水直毅 様 

 

本日は、恒例となっております“年度始まりの相互訪

問”で、35歳の若い出水幹事と一緒にお邪魔しました。

どうぞ宜しくお願いいたします。 

新狭山ロータリークラブは、現在会員 16名、平均年

齢 66歳。会員が少ないため、例会は食事がなく、

様々な活動もしにくい状況が続いております。 

今年度は 6名会員増強を目標に掲げて頑張った結

果、2 名の入会が決まりました。大変喜ばしいことです。

今後もなお一層の会員増強をしていきたいと考えて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  ＲＩ会長     ホルガー・クナーク 

          ＲＩテーマ 『ロータリーは機会の扉を開く』 
 地区ガバナー 相原 茂吉 

        地区テーマ 『Let’s make fellows！』『友達をつくろう！』 

 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

2020～2021 年度 

週 報 

〔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 柴田譲    会長ｴﾚｸﾄ 菊田邦彦    副会長 寳積英彦    幹事 佐々木康 

 

 

本日のお客様 

会長の時間 

[第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ例会日: 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］ 

 

新狭山 RC 様よりお祝金￥5000 を頂きました！ 



 

 

 < 佐々木康 幹事 > 

 10 月 12日(月)「地区大会記念チャリティーゴル

フコンペ」開催のご案内 

 9 月 18日(金)日本のロータリー100年の記念切

手発売開始 

 ロータリー文庫の利用案内 

 10月24日(土)尚寿会フリーマーケット開催中止 

 地区大会は規模を縮小して 11月 3日（祝火）に

開催 

 

受贈会報 

 所沢ＲＣ 

 所沢西ＲＣ 

 所沢中央ＲＣ 

 所沢東ＲＣ 

 飯能ＲＣ 

 

回  覧 

 RI 日本事務局より「ｸﾗﾌﾞ･地区支援室ﾒｯｾｰｼﾞ」 

 RI 日本事務局より「日本事務局在宅勤務延長の

お知らせ」 

 ハイライトよねやま 

 ＡＡＲニュース 

 バギオだより 

 例会変更のお知らせ 所沢西 RC 所沢 RC 入間

南 RC 入間 RC 

 

 

 

・Ｒ財団委員会         < 清水武信 委員長 > 
①ｱﾌﾘｶ地域の野生型ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ根絶が認定 

世界保健機構(WHO)はｱﾌﾘｶ全地域(47 カ国)でのﾎﾟﾘｵｳ

ｲﾙｽが根絶されたとの認定を発表しました。 

過去 20 年間、全世界のﾛｰﾀﾘｱﾝが「ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ」として、

全世界からﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝの根絶運動を展開し今回の根絶

宣言に至りました。あとｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ﾊﾟｷｽﾀﾝの 2 カ国

です！ 

 ②Ｒ財団地区補助金の交付 
先に申請していた「狭山こども食堂(ひまわり倶楽

部)支援」事業に対して、地区補助金として 106,450

円が承認され交付されました。社会奉仕委員会での

活動の実行をお願いします。 

③Ｒ財団月間の卓話講師派遣依頼について 
11 月は「Ｒ財団月間」です。卓話の講師派遣依頼が

きていますので、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会及び理事会での検討

をお願いします。 
④Ｒ財団への個人寄付のお願い 

 

・親睦活動委員会      < 小林奈保絵 委員長 > 
  9月記念日のお祝い 

  会員誕生    田端君   

  夫人誕生    田端君    栗原(成)君  

          江原君 

  結婚記念日   佐々木君   稲見君 

 

・・・クラブ協議会・・・ 

■ 東武サロン閉店に伴う例会場について ■ 

                         進行： 佐々木康幹事 

 

柴田会長より、東武サロンが 9月末日で閉店すること

について、東武サロン及び八幡神社と話しをしてきた

これまでの経緯が説明された。 

                

 

東武サロン撤退後、同じ場所に業者は入らないため、 

10月以降例会を開催できる代替施設を探さなければ

ならない 

 

 

狭山市内の代替施設を比較検討 

駐車場の有無・費用・収容人数・交通の便・ 

備品預りの可否および定休日（休館日） 

の項目を比較した 

 

総合的に「ニックス」が妥当ではないか？ 

 

 

異議なしにより、「ニックス」に決定 

ただし、ニックスは火曜定休である為、 

例会開催の曜日を変更しなければならない 

 

 

事務局員の出勤日、月・火・金曜日で考えると… 

金曜日はどうか？ 

 

 

異議なしにより、金曜日に決定 

 

 

2020年 10月からの例会は 

      例会場： ニックス    例会日： 金曜日  

と決定した 

ただし、理事会の承認を最終議決とする 

 

 

 

 

 

委員会報告 

幹事報告 



 

 

 

 

 

新狭山ロータリークラブ会長 伊藤宜明様 

     本日はお世話になります。同じ狭山の

ロータリークラブとして、今後ともよ

ろしくお願い致します。  

新狭山ロータリークラブ幹事 出水直毅様 

     本日はお招きいただきありがとうござ

います。初めて他のクラブの例会に参

加します。宜しくお願い致します。 

柴田君  新狭山ロータリークラブの伊藤会長、

幹事の出水様、私達のクラブへようこ

そご来駕いただきありがとうございま

した。次回、私達の訪問時、宜しくお

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歩んでいき

たいと思います。 

佐々木君 新狭山ロータリークラブ会長伊藤様、

幹事出水様、本日はようこそ当クラブ

へおいでくださいました。今年度 1年

間、宜しくお願い致します。 

江原君  今月は妻の誕生月でもありますが、こ

のコロナの影響もあり、盛大なお祝い

も残念乍らできませんので、当クラブ

でいただいたお祝いを基に今年の思い

出作りにしたいと思います。 

江原君  先月は例会に出席できず申し訳ござい

ませんでした。 

浜野君  新狭山ロータリークラブ会長伊藤宜明

様、幹事出水直毅様、ようこそお越し

下さいました。本日は宜しくお願い致

します。 

稲見君  誕生日祝と結婚祝、ありがとうござい

ます。 

稲見君  新狭山 RC伊藤会長、出水幹事、今日は

ようこそおいで下さいました。 

     国土交通省関東地方整備局より仕事で

局長表彰をいただきました。時代のニ

ーズに合うスキルアップに努力してい

きます。 

小林君  新狭山の会長・幹事の方々、ようこそ

おいで下さいました。本日は少し暑さ

がやわらぎほっと致しております。 

栗原(成)君二人ぐらしになったら、急に女房が大

事な人なんだと気付きました。 

守屋君  体調不良がちょいちょいあり、やむな

く欠席を重ね、お役にたてず残念です。

どうかおゆるし下さい。 

沼﨑君  新狭山ロータリー伊藤会長、出水幹事

様、ようこそ狭山中央ロータリーの例

会にいらっしゃいました。この一年よ

ろしくお願いいたします。 

田端君  皆様お元気様で何よりです。今月は誕

生日祝、主人、私とありがとうござい

ます。心の健康を大切に致したく、今

後も皆様のご指導宜敷くお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 10月、11月のプログラムについて 

10月承認、11月は再検討 

 例会場・例会日について（クラブ協議会での決

定事項の承認） 

10月から 

例会場： ニックス 例会日： 金曜日 

に変更を承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 次の例会 ◆ 
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9月 22日（火）  

 例会取り止め 

 

9月 29日（火） 

 例会取り止め 

 
10月より 

例会場：ニックス 例会日：金曜日 

に変更いたしますので 

お間違いのないようお願いいたします。 

     

10月 2日（金）  

 第 2 副 S A A：沼﨑会員 小幡会員 

 ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ：佐々谷悦子会員 

 定例理事会（例会終了後） 
 

定例理事会（例会終了後） 


