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会員数
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(

3 月 12 日)

柴田譲会長
国歌斉唱・奉仕の理想
浜野会員 稲見会員
< ㈹ 佐々木康 幹事 >
出席者数
16 名

出席率
88.89 ％

会長の時間

柴田 譲 会長

例会の記録

引き続き感染防止対策に徹しながら例会を着実に履
行していきたいと考えます。
（急激なリバウンド現象が生じない限り）
3 月度は 2 回、4 月以降は 3 回に戻り、進めていきた
いと思います。
過日 3 月 7 日、米山記念奨学生の「修了式」が執り行
なわれました。私と次年度会長の菊田さんとで出席し
ました。
次年度は過日理事会で決定しました如く、米山記念
奨学生をクラブとして受け入れます。ベトナム出身者
で女性の方です。
4 月 4 日開催の「カウンセラー・米山奨学生オリエンテ
ーションのご案内」が来ており、当クラブでは菊田会
長エレクトとカウンセラー担当として田端会員にお願
いしております。
世話クラブとして私達クラブはこれを受け入れる事で
クラブの活性化に役立てたいと思います。
過去、4～5 人の奨学生を受け入れております。
特に印象に残っていますのは、今から 12 年前「栗原
年度（2008～2009」、「小幡年度（2009～2010」の 2 ヵ
年に渡り、モンゴル出身のジグジッド・タミラさんを受け
入れました。カウンセラーは小生が担当しました。
そしてその 2 年後「モンゴル国干ばつ防止対策植樹
事業」を若松年度（2012～2013）で実施、向こう 3 ヵ年
の事業として取り組み、国際ロータリー財団から 100
万円の資金を活用するための手法、マッチングランド
として実施しました。
このようにクラブにとって活動の活性化につながりま
す。是非着実に取り組んでいければと思います。

会員の皆様こんにちは。
前回（1 月 8 日）から 2 カ月と 5 日が経過し、例会を開
くことになりました。
現状のコロナ感染において、首都圏での緊急事態宣
言が再延長となり 3 月 21 日までの施行となりました。
私達のクラブにとりまして、全国での感染者数／1 日
当り 1000 人台前半の状況が続いております。

幹事報告

・Ｒ情報・雑誌委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
「ロータリーの友 2 月号」の紹介

< 佐々木康 幹事 >
・4 月 10 日(土)RLI ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ養成ｾﾐﾅｰ開催
お願い
次年度の年度計画書の名簿作成にあたり、住所
・役職等々変更のある方は 4 月末までに事務局
にお申し出ください。
こども食堂に寄付する
「じゃがいもの植え付け」ご協力のお願い
場所： 栗原成実会員所有の畑
＊栗原成実会員宅に集合
日時： 3 月 20 日（土）10：00～12：00
雨天の場合は 3 月 21 日（日）
服装： 汚れてもいい格好で！
長靴・軍手がある方はお持ち下さい
何卒ご協力くださいますようお願いいたします。
受贈会報
・所沢中央ＲＣ
・入間南ＲＣ
・飯能ＲＣ
回
覧
・バギオだより
・ＡＡＲニュース
・ハイライトよねやま
・医療法人尚寿会グループ広報紙「Show 尚」
・例会変更のお知らせ
入間 RC 所沢東 RC 飯能 RC 新所沢 RC
所沢 RC 所沢西 RC 所沢中央 RC 入間南 RC

委員会報告
・親睦活動委員会
< 小林奈保絵 委員長 >
2 月記念日のお祝い
会員誕生
沼﨑君
夫人誕生
高田君
結婚記念
宮岡君
3 月記念日のお祝い
会員誕生
小林君
浜野君
寳積君
柴田君
宮岡君
夫人誕生
小幡君
結婚記念
栗原君

【横組み】
ＲＩ会長メッセージ（P3）
特集 平和構築と紛争予防月間
過去を知り、未来へつなぐ（P7-13）
大人の着こなし図鑑（P28-29）
【縦組み】
ロシアとの出会い
ロータリーとの出会い（P4-8）
この人訪ねて 青木茂さん（P9-12）
卓話の泉 指揮者の世界（P13）
私の一冊（P13）
ROTARY 俳壇 歌壇 柳壇（P14-15）
友愛の広場
ロータリーにおける DEI 推進について（P17-18）
「ロータリーの友 3 月号」の紹介

【横組み】
ＲＩ会長メッセージ（P3）
特集 水と衛生月間
安全できれいな水を考える P7-13）
ＲＩ会長エレクトＱ＆Ａ
2021-22 年度ＲＩ会長シェカール･メータ（P18-21）
東日本大震災から 10 年 今、思うこと（P22-29）
大人の着こなし図鑑（P38-39）
連載コミック ポール･ハリスとロータリー（P41-47）
私たちの行動計画（P48-49）
【縦組み】
企業による共助「業助」
災害に備えるために企業がすべきこと（P4-8）
この人訪ねて 立石泰之さん（P9-12）
ROTARY 俳壇 歌壇 柳壇（P14-15）
友愛の広場
「甘いお菓子は人を幸せにできる」
（P16-17）
農薬が悪い？違います（P19-20）
ロータリーに大切なのは「慈愛の心」
（P20）

3 月 7 日（日）に米山記念奨学生修了式及び歓送
会が開催され、柴田譲会長、菊田邦彦会長エレク
ト、米山記念奨学地区役員の東美栄委員が出席し
ました。

今年度、米山記念奨学に個人
寄付された寳積英彦会員へ感
謝状「第 1 回米山功労者」を
お渡ししました。

会員卓話
沼﨑 正徳 会員

つい先日、田端プログラム委員長から 3 月 12 日の例
会に卓話をと要請されました。ロータリーには No は無
いことからお受けしました次第です。
今日は、かねてより予定しておりました「ロータリーの
友」の解説 2 月号、3 月号を用意していましたので、例
会の卓話を含めると私の独り舞台になってしまいそう
で、「それでよろしいでしょうか？」と言う訳です。
誠に申し訳ありません独演会になってしまいます。
前年度私はプログラム委員長を担当しまして、例会で
は「会員卓話」を中心に進めようという方針でおりまし
た。 しかし、中途からコロナ騒ぎでせっかく用意して
頂いた何人かの方の卓話が聞けなくなった経緯があ

ります。外来卓話はとても良いお話を聞かせて頂ける
ので価値がありますが、それに引き換えクラブ内のお
互いの交流が少なくなると言う弊害があります。
会員の中には話すことにお慣れになっていないとして
断られる方がいらっしゃいますが、そんなことはありま
せん。私はこれから話をさせて頂く色々な理由から会
員卓話にこだわり、お願いしたいのです。
話す題材が無いと仰られる方がおられます。
私は「そんなことは無いよ」と申し上げたいのです。
まずご自身の事をお話下さればよいのではないでしょ
うか。
お生まれになったふるさとの事
現在の御仕事の事
ご家族の事
趣味の事
最近身近に起こったエピソード
旅行の事
ペットの事
色々ありそうです。
以前、栗原成実会員は、北海道足寄での最高の雪
質でのスキーの話をして下さいました。
小島会員は、ご自分でお読みになった本の紹介をし
て下さいました。女性経営者の心配りの話だったよう
です。
お辞めになった佐藤会員は、マッサージで手のぬくも
りがとても良く効くと言う話、誠に興味深く聞かせて頂
きました。
ご出身の地方のお話はとっても良いと思います。
九州宮崎県飫肥ご出身の若松会員は、若いころ当時
お勤めの会社の慰安旅行で船旅で寝過ごし、目的地
で下船せず大変ご苦労された話は忘れられません。
秋田県栗駒山に近い所でお生まれになった田端さん。
「栗駒不動産」と言う会社の名前の由来はいかがなも
のでしょう。
長野県安曇野ご出身の浜野さん。北アルプスの良く
見える素晴らしく景色の良い所です。
佐賀県ご出身の高田会員、長崎県壱岐ご出身の清
水幸彦会員。
このように並べただけで北から南までかなりたくさんの
お話が聞けそうです。
皆さんの前でお話をすると言う経験、これは本当に大
切です。
先日 3 月 8 日日経新聞、池上彰の大岡山通信、「若
者たちへ」の記事。「大学で学ぶこと」をお読みにな
った方がおられると思います。人前で話をできるよう
にすることの大切さが書かれています。ついでながら
「大岡山」は私の母校東京工業大学の事です。
私自身今まで何回か自分が嘗て現役時代仕事上で
経験した項目、「ヨーグルトの効能」についての話をさ
せて頂きました。もう飽きたよ、またか、と言われるほど
です。何と今から 10 年ほど前 RI2570 地区ガバナー補
佐をやらして戴いた時にはグループ内のよそのクラブ
で同じ話をして回りました。今まで聞いたことの無い話
でしたのでかなり好評でした。
ご自分のお仕事の話はとても良い題材と思います。そ
の話は「宣伝」になると思います。とても良い事です。

所詮私達は職業を持っており、利潤をあげているから
ロータリーに入れるわけで、そしていくばくかの奉仕を
しているわけです。遠慮はいりません。
よそのクラブで聞いた実例を話しましょう。
新狭山 RC の狭山不動産、伊藤社長。従来の新築住
宅を販売すると言う仕事は減少し、開発販売では仕
事が少なくなってきた。体質改善をしなければならな
い。リフォーム、建て替え需要に積極的に取り組むと
言う話。住協さんは近隣で住宅の開発は限界と言う考
えから都内のマンション開発に重点を替えていると言
う話。入間川商店街の田菊米穀店の田島さんは消費
が減少するコメ販売から体質改善が迫られていると言
う話など、とても参考になりました。
私の経験からちょっと付け加えさせて頂くとしたら、皆
さんにお話をする際には素手では無理、やはり一応
文章を書いて、それを見直ししながら予習をしてお
くことを薦めます。プロではないので話の時間がどれ
だけか分からないし、聞いて頂く方々に思いが伝わり
にくいと思います。是非会員卓話をお願いします。
私の卓話を終わります。 ありがとうございました。

沼﨑君

田端君

定例理事会（例会終了後）




柴田君

緊急事態宣言の再延長の中で本日 3 月
12 日を迎えました。多数の参加をいた
だきありがとうございます。また小生
の誕生日が 78 回目です。
佐々木君 非常事態宣言がなかなか終了しません
が、皆様いかがおすごしでしょうか？
本日より例会を再開しますのでよろし
くお願いします。沼﨑パスト会長、本
日の卓話楽しみにしています。
浜野君
一年経つのは早いですネ。何歳になっ
ても生涯現役で仕事をしていきたいと
思います。
寳積君
ひさしぶりの例会、会員皆様お元気そ
うで何よりです。ワクチン…まだまだ
先になりそうですが現下の１つの希望
です。
稲見君
皆さんこんにちは！沼﨑パスト会長、
今日の卓話楽しみにしていました！
小林君
先日、植物学者牧野富太郎の自宅の庭
を植物園とした牧野庭園に行ってきま
した。早咲きの桜、そして春の初めの
花々が咲いていました。気持ちが浮き
立つようでした。またひとつ年を重ね
ました、
栗原君
結婚記念のお祝いありがとうございま
す。妻は、風邪にもコロナにもめげず
多くの家族を引っ張っています。感謝
しています。

皆様しばらくぶりです。お元気で出席
された方々、新型コロナにも負けずお
めでとうございます。今日私はいろい
ろやらせて頂きます。2 月は誕生日で
79 才。長く生きたものです。昭和 17
年、日本は戦争中で父はフィリピン・
マニラにいたそうです。
皆様こんにちは。暫くでございます。
コロナ禍により自粛により活動が出来
ませんでしたが、本日お会い出来嬉し
く思います。沼﨑パスト会長、卓話快
くお引き受け頂き感謝致します。楽し
みにしております。ありがとうござい
ます。

3 月、4 月、5 月のプログラムについて
承認
次年度地区役員について
（敬称略）
会員増強委員会委員会員基盤向上委員会委員
栗原成実
Ｒ米山記念奨学委員会学友委員会委員
東 美栄
承認
4 月新入会員について
氏 名： 大野裕一様
紹介者： 寳積英彦会員 柴田譲会員
承認

◆ 次の例会 ◆
3 月 26 日（金）
例会取り止め
4 月 2 日（金）
第 2 副 SAA：宮岡会員 守屋会員
外来卓話：石田嵩様
定例理事会（例会終了後）
4 月 9 日（金）
第 2 副 SAA：沼﨑会員 小幡会員
外来卓話：黒川玲子様

