
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 1270 回 ( 6 月 4 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  浜野会員 稲見会員 

 

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 17名 85.00 ％ 

 

 

 

 

柴田 譲 会長 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会は柴田年度の最終月度の例会となります。 

 

コロナの渦中から始まり、皮肉にも真最中に終了しよ

うとしています。 

その中で例会場の変更や例会日の変更、またコロナ

の影響で夜間例会は昨年 12月の 1回のみでの実施

で、会員の皆様との交流が思うようにはかどりません

でした。ただその中で、幸運にも昨年11月中旬での1

泊の親睦旅行が実施されたことはせめてもの慰めの

感があります。 

例会も、上半期 7月から 12月と下半期 1月から 3月

が月2回の例会で、4月から今月まで月 3回の運びで

推移してきております。ただただ振り返ってみると「あ

っ」という間の出来事でした。 

 

私達クラブではここ数年、ロータリー財団からの地区

補助金制度の活用により「ひまわり倶楽部」への食糧

支援、中でも心ある会員の畑を利用しての寄付用の

じゃがいも植え付け・掘り出し作業等を継続しておりま

す。これは 2016～2017年度の当時の会長をされた佐

藤会員の発議で今日まで続いております。地味な活

動ですが、ロータリーの精神がしっかり植え付けられ

ている活動だと思います。 

次年度も引き続き実施する予定で、地区への手続き

も事務局員が着実に対応しておりますので、今後もよ

ろしくお願いいたします。 

 

ざっと一年間を振り返ってのお話となりましたが、 

会員の皆様のご理解、ご協力あっての事でござい

ます。 

一年間、ご協力いただきありがとうございました。 
 

最後に．．．．． 

当面私達クラブが突きつけられている課題は会員

増強です。しっかり足元をみながら、一人一人の周

辺におられる友人に再度目を配りながら縁をつくっ

ていけたらと思います。 
 

 

 

 

 

< 寳積英彦 副会長 > 

 

井上スパイス工業株式会社   会長 井上和人 様 

 

本日のお客様 

  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〕ニックス 〒350-1305 狭山市入間川 4-25-3 TEL 04-2954-9595 

〔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 

 

 

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］ 

 



 

 

 < 佐々木康 幹事 > 

Ｒ財団地区補助金プロジェクト 

5月 28日(金) 

江原社会奉仕委員長より「こども食堂」へ 

レトルト食品を寄付いたしました 

 

・2021-22年度上期会費納入のお願い 

・7月 3日(土)青少年を育てる狭山市民会議主催

「狭山市青少年健全育成大会－少年の主張－」 

 開催のご案内 

受贈会報 

・所沢中央ＲＣ 

回  覧 

・5月 25日開催「日本のﾛｰﾀﾘｰ 100周年を祝う会」 

  YouTube再生視聴ｱﾄﾞﾚｽのお知らせ 

・RI日本事務局より「在宅勤務延長のお知らせ」 

・所沢東 RC 飯能 RC 所沢中央 RC 所沢西 RCより

「次年度役員･理事のお知らせ」  

 

 

米山記念奨学生グエン フォン マイさんに 

6月分の奨学金￥100,000をお渡ししました。 

マイさんからひとこと 

4月から米山記

念奨学生として

狭山中央 RCにお

世話になってい

ます。皆さんは

とても優しく接

してくださり、

アルバイトの事

を心配してくれ

たり、スピーチを褒めてくれたり、メールし

てきてくれたり。。。とても感謝しています。

これからもっともっと皆さんとお話しした

いと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 

・親睦活動委員会      < 小林奈保絵 委員長 > 
 6月記念日のお祝い 

 会員誕生   小島君  守屋君  清水(幸)君 

 夫人誕生   渡邉君  東君 

 結婚記念   東君  

 

 

 

 

 

井上スパイス工業株式会社 

会長 井上和人 様 

【 会 社 概 要 】 

井上スパイス工業株式会社は 

一 社会にお役にたつ商品を作ります 

一 お客様第一主義で感動を与えます 

一 挑戦と進化で会社を成長させます 

を経営理念としたスパイスの製造販売会社です。 

会長の井上和人氏は自らスパイス探検隊長となって、

スパイスの文化や楽しみを発信しています。 

【 プロフィール 】 

1939年  長野市に生まれる 

1958年  長野商業高等学校卒業 

1960年  ㈱飯野香辛料商会入社 スパイスとの出会い 
1963年  結核で療養生活 

1974年  井上スパイス工業㈱創業 

1980年  倒産 

1982年  スパイス工場新設 

2005年  スパイス王国建設 

 

 

 

 

 

 

2011年  上尾市民栄誉賞受賞 

2015年  埼玉県おもてなし大賞特別賞受賞 

委員会報告 幹事報告 

卓  話 



 

出会いに感謝 

    どのような人と出会ったかで 

             人生は根底から変わる 
 

 

父、母、祖先とのつながり 
反始慎終（はんししんしゅう） 

「私たちは、枝葉のことには気をつけますが、本(もと)

を忘れがちです。初心を忘れ、受けた恩を忘れるから、

いつしか怠け、過ちをおかします。本を忘れないで、

後始末をきちんとしましょう。とりわけ私の命の根元(も

と)である両親の恩を感じ、祖先を敬う心が大切で

す。」 

 

病気との出会い 
23歳で結核になり療養生活を体験 

病気に三得あり 

①生命への感謝の気持ち 

②周囲にたいしての感謝の気持ち 

③生活のひずみ 

に気づかされる 

 

倒産、借金との出会い 
捨我得全（しゃがとくぜん）  

「物事がいつも順調に運ぶとはかぎりません。窮地の

ときは、思い切って欲心を捨て、絶体絶命のときには

命すら投げ出す覚悟を決める。そうしたとき、思いもよ

らぬ好結果が生じるのです。私情雑念をさっぱりと捨

て、明朗な心に達したとき、必ず危難から逃れること

ができるのです。」 

 

剣道との出会い 
運命自招（うんめいじしょう）  

「私たちの生活と人生は運命という不可抗力で左右さ

れるものではありません。自分の力で切り開くことがで

きるのです。境遇も、自分の心の通りに変わっていく

のです。運命を切り開き、境遇をつくるのも自分自身

です。努力がすべてで、やればできるのです。」 

 

スパイスとの出会い 
20歳の時スパイスとの運命的な出会いがありスパイス

が天職となる 

与えられた仕事を工夫・研究・努力をやり遂げると道

は開ける 

 

人との出会い 
一枚の名刺の出会いを生かす 

吉本興業木村常務との出会いで「アホをする」を教わる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 人はそれぞれに色々な事（人）と出会う 

 どんな出会いにも意味がある 

 明るく前を向き気合を入れれば人生何があ

っても上り坂 

皆様のよい出会いをお祈りします！ 
 

   ♬ お土産に “カリーせん” をいただきました 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ピリッ、でも辛過ぎないサクサクおせんべい 

とても美味しくいただきました 
ご馳走様でした！ 



 

 

 

 

 

 

柴田君  6月は今年度私達「柴田年度」の最終

月です。会員の皆様、最後までご協力

いただきありがとうございます。 

佐々木君 井上スパイス工業㈱会長 井上和人様、

本日は当クラブへようこそおいでくだ

さいました。本日の卓話よろしくお願

い致します。 

浜野君  井上スパイス工業㈱会長 井上和人様、

ようこそおいで下さいました。本日の

卓話楽しみにしていました。宜しくお

願い致します。 

寳積君  半そでで外出ができる様になりました。

ジャケットはぬげてもマスクははずせ

ません。井上スパイス工業㈱井上和人

隊長、ようこそ本日はおいで下さいま

した。卓話楽しみにしております。 

小林君  井上様、よくお越し下さいました。つ

ゆの時期に入りました。皆様どうぞご

健康にお気をつけくださいませ。 

小島君  井上スパイス工業㈱会長 井上和人様、

ようこそおいでいただきました。お話

し楽しみにしておりました。宜しくお

願い致します。又、お誕生日のお祝い

ありがとうございます。 

沼﨑君  井上スパイス会長、ようこそいらっし

ゃいました。ピリッとスパイスのきい

たお話期待しています。よろしくお願

いします。 

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。本当

のジィジになりました。 

田端君  井上スパイス工業㈱井上和人様、本日

はようこそ狭山中央 RCにお越し頂き

ありがとうございます。楽しみにして

おりました。そしてお会い出来た事に

感謝申し上げます。 

渡邉君  井上スパイス工業㈱会長 井上和人様、

お忙しい中お越し頂き有難うございま

す。本日の卓話を楽しみにしておりま

した。どうぞ宜しくお願い致します。

又、妻の誕生日のお祝いも頂き有難う

ございます。ちょうど 6月 4日です。

これからも元気でいて欲しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7月、8月のプログラムについて 

承認 

 退会者について 

小幡直樹会員・佐々木康会員 6月 30日付退会 

を承認 

 ガバナー公式訪問について 

クラブ協議会については 7月の理事会で提案 

 環境作文コンクールの共催について 

新狭山 RCが主催、狭山中央 RCは共催 

共催資金 50,000円の拠出が可能か再検討 

 米山月間の卓話依頼(さいたま欅 RC)について 

承認 

 

 

 

        

◆ 次の例会 ◆ 

 
   6月 25日（金）  

   例会取り止め 

 

7月 2日（金） 

   第 2 副 SAA：沼﨑会員 大野会員 

   会員卓話：寳積英彦会員   

   定例理事会（例会終了後） 

 

7月 9日（金）  

   第 2 副 SAA：佐々谷会員 柴田会員 

   クラブ協議会（役員就任挨拶） 
 

定例理事会（例会終了後） 


