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柴田譲会長
我らの生業
宮岡会員 守屋会員

出席報告 出席向上委員会 < 小幡直樹 委員長 >
会員数
23 名

出席者数
18 名

出席率
85.71 ％

パスト会長の時間

稲見 淳 パスト会長
2014-2015 年度（第 22 期）

例会の記録

営業内容は、
 測量 道路、河川、区画整理等の測量
 補償業務コンサルタント 道路新設、道路拡幅、区
画整理等による建物移転のための調査・積算・移転
補償費の算出
 建設コンサルタント 道路の設計、河川の設計、上
下水道の設計（昨年、入曽の再開発も請け負いました）
これら 3 業務を主として受注しています。
客先は、国土交通省関東地方整備局、農林水産省、
内閣府、財務省、NEXCO 東日本、NEXCO 中日本、
首都高速道路㈱、都市公団、埼玉県、狭山市、所沢
市、入間市、飯能市、その他。
仕事は全て公共事業で官公庁からの受注になります。
受注の役 8 割が国土交通省関東地方整備局管内の
各事務所です。現在進行中の仕事は、荒川、茨城の
久慈川・那珂川の治水対策の測量、補償コンサルの
業務を請け負っています。
（全て公共事業で一般事業はしておりませんので、毎年 4 月か
ら 6 月ぐらいまでは仕事がなくなり、胃が痛くなります・・・）

許認可に必要な資格は、測量士、一級建築士、二級
建築士、補償業務管理士、技術士、宅地建物取引士
で、技術職員は全員が有資格者です。資格を持って
いない社員には学校に通わせて取得してもらっていま
す。
本日この例会が柴田会長年度の最後の例会です。
コロナ禍の一年、行事もままならず苦慮されたと思いま
す。柴田会長、佐々木幹事、そして役員の皆様、ありが
とうございました。
今日は、会長の時間がパスト会長担当ということなので、
私共の会社 「平和フィールド株式会社」 を紹介さ
せていただきます。
創立は昭和 53 年（1978 年）、私が 27 歳でちょうど長女
が生まれた年です。今年で創業 43 年になります。
創業時の社員は 2～3 名でしたが、現在は技術職員 32
名、営業事務職員 8 名の 40 名です。事務所は狭山市
狭山台、小幡先生の歯科医院のすぐそばにあります。

2 年前に社長を退任して現在は会長として従事してい
ます。私には後継者がいませんので、今の私の最大の
課題は後継者を探す事です。できるだけ早く見つけな
ければならないと思っております。

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・6 月 19 日(土)のじゃがいも掘りについて
開始時間 9：30 に変更（都合のつく人）
試食会は中止
雨天の場合は順延
回
覧 ハイライトよねやま

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
「ロータリーの友 6 月号」の紹介
【横組み】
ＲＩ会長メッセージ（P3）
特集 私たちの自然の中で（P7-17）
大人の着こなし図鑑（P30-31）
連載ｺﾐｯｸ ポール･ハリスとロータリー（P33-39）
「ガバナー月信」の紹介
【1 月号】
相原ｶﾞﾊﾞﾅｰ新年のあいさつ（P2-3）
【2 月号】
平和構築と紛争予防（P12-13）
【3 月号】
「水と衛生」について（P20-21）
【表紙】 油彩画
雪の樹林

幸福駅二月一日

天地静寂

・・・クラブ協議会・・・
■役員・委員長退任挨拶■
R 情報・雑誌委員長 沼﨑 正徳
本来ならば、柴田会長の
趣旨に従ってＲ情報・雑
誌委員長の仕事をしなけ
ればならないのですが、
誠に申し訳ない事に、私
の勝手なやりかたで一年
間やらせていただきました。
深く反省しております。お
聞き苦しい事ばかりであっ
たのをお許しいただいて、一年間のお礼の言葉とさせ
ていただきます。

親睦活動委員長 小林 奈保絵

小幡直樹会員より
退会の挨拶
私にとって、最後の例会で、
事業所も自宅も近所の稲
見さんの「パスト会長の時間」を聞くことができ、とても
不思議な縁を感じました。
1986 年 6 月に入会してから 35 年間在籍させていただ
きました。40 歳から 75 歳まで、ロータリークラブで色々
な方と出会い、私の人生にとって大変勉強になりまし
た。そのロータリーを退会して、また違う人生を歩いて
いこうと思っております。
長い間ありがとうございました。
6 月 13 日（日）17：00～
「第 2570 地区米山記念奨学学友会総会
及び 2021 学年度新規奨学生歓迎会」
がアルカーサル迎賓館川越で開催されました。
2021 学年度米山記念奨学生のグエン・フォン・マイさん
もスピーチしました。

柴田会長
地区役員
東学友委員会委員

小幡直樹会員より（退会に際し）
預り金の\7,070 を
ニコニコに寄付していただきました。
ありがとうございました！

相原ｶﾞﾊﾞﾅｰ
奨学生
田端ｶｳﾝｾﾗｰ
ｸﾞｴﾝﾌｫﾝﾏｲさん

柴田会長の下、親睦活動
委員長としてその仕事を致
して参りましたが、このコロ
ナ禍にあって活動が大いに
制約されました。今期は、昨
年 11 月の伊豆稲取温泉一
泊旅行と、12 月の年忘れ夜
間例会の二つの行事のみ
でした。9 月末に、旅行に先
立ち下見に行って参りました。
伊豆稲取駅に降り立った時にはその街並みの寂しげな
風情に驚かされました。今思い返すと、旅館（銀水荘）の
感染対策を確認しに行ったものの、こちらが感染させてし
まうかもしれない事を棚に上げ、随分とあれこれと失礼な
質問したものだと思います。
11 月の旅行当日はお天気に恵まれ、青空の下、青い海
とお料理を堪能して参りました。会員と同行者の方々が非
常に協力的で、理性をもって行動され、朝の集合やバス
の乗り降りにはどなたも遅れることなく、宴席もそれなりに
静かで、帰りも渋滞に巻き込まれることなく、予定よりはや
く戻って参りました。その後、どなたも感染されたとは聞い
ていませんので、ありがたい事と思っています。
12 月の夜間例会は、アクリル板に隔てられてではありまし
たが、田端会員に紹介していただいた「ヤセ騎士」と書い
て「ヤセナイト」と読ませる、まさにもう少し痩せないと。。。
と思える方にお笑いライブをして頂きました。田端会員あ
りがとうございました。
皆様のご協力を頂いてこの一年を全うすることができまし
た。本当にありがとうございました。
来期は幹事をさせて頂きます。これまた重い荷を担ってし
まった感があります。皆様、先輩方、ご教示頂ければあり
がたいと思います。

プログラム委員長 田端 都女子
今年度は、パスト会長と会
員の方にお話ししていただ
くようプログラムを企画しまし
た。コロナ禍で計画どおりに
は行かない事も多々ありま
したが、柴田会長と事務局
の協力の下無事に終えるこ
とができました。会員の皆様、
一年間ありがとうございまし
た。
私は稲見年度に入会してから数年経ちますが、まだロー
タリーのことがわかっておりません。「ロータリーの友」も老
眼なので読むのが億劫で、正直読んでおりませんでした
が、今日Ｒ情報・雑誌委員長が紹介してくださった「ガバ
ナー月信」を帰ったら早速読もうと思いました。
今年度は米山記念奨学生のマイさんとの出会いもありま
した。2 年間カウンセラーをお引き受けしましたので、マイ
さんと一緒にとロータリーの活動ができると、大変喜んで
おります。

社会奉仕委員長 江原 伸夫
期の初めに掲げた 3 つの課
題のほとんどが、コロナの影
響で行き届かなかったのが
現状です。
ただ「こども食堂」につきま
しては、柴田会長、佐々木
幹事、会員の皆様のご協力
のおかげで、年々実を結ん
でいるように思います。
狭山市の貧困家庭も非常に多くなり、満足に食事が摂れ
ない家庭が 6 軒に 1 軒。また、市内に 7 ケ所のこども食堂
がありますが、コロナの影響を受けその数は増える一方だ
ということです。
こども食堂のスタッフはほとんどがボランティアなので、運
営費の確保が非常に厳しいようです。
当クラブが行っている「じゃがいもの寄付」は、じゃがいも
の植え付けから収穫まで非常に時間がかかり、また、栗
原成実会員のご協力があって実現できることです。栗原
会員にはこの場をおかりして御礼申し上げます。次年度
以降も引き続きお願いしたいと思っておりますので、何卒
宜しくお願い致します。
また、当クラブの「ひまわり倶楽部賛助会員」は現在 9 名
おりますが、入会がまだの方は、是非とも入会していただ
きますようお願い致します。
嬉しい事に、来年も社会奉仕委員長を務めさせていただ
きますので、引き続き宜しくお願い致します。

米山記念奨学委員長 東 美栄
私にとってはじめての米山記念奨学会は、入会した年に
奉仕活動として行った「米山記念奨学会への寄付」でし
た。
皆様ご存じのように、米山記念奨学会はロータリアンの寄
付で 100％まかなわれています。
今年は奨学生のグエンフォンマイさんをお世話していま

すが、以前、留学生の数が少なかった時がありました。な
ぜなら、ロータリアンの寄付が少なかったから。。。それに
よって留学生の数が減ってしまう。。。
それが米山記念奨学会なのです。日本独自のこの制度
は、日本初のロータリークラブであった東京ロータリークラ
ブによって米山梅吉氏の死後、彼の功績を讃え創設され
ました。「だから米山『記念』奨学会」なのです。日本初の
ロータリークラブの初代会長
だった米山梅吉氏の想い。
先人達が米山記念という名
前をつけた想い。その熱い
想いはロータリアンの皆様
ならお分かりになると思いま
す。来年度も委員長をやら
せていただきますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。

副ＳＡＡ 小島 美恵子
コロナ禍の中、会長をはじめ役員の皆様お疲れさまでし
た。
つたないニコニコ報告ではございましたが、会員の皆様
の大きな心で受け止
めて頂き、感謝申し上げ
ます。一年間ありがとうご
ざいました。
どうも出来が悪いせいか、
来年度もやれとの事。
また、来年も勉強させて
いただきますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。

ＳＡＡ 渡邉 髙治
皆様のご協力のお蔭で、一年間あっという間に経ちまし
た。入会してからもあっと
いう間の 3 年です。
来年は会長エレクトという
ことで、菊田会長の下で頑
張っていこうと思いますの
で、どうぞ宜しくお願い致
します。
一年間ありがとうございま
した。

幹事 佐々木 康
幹事 2 期目をさせていただきました。今年はとにかくコロ
ナの一年間で、会長や役員の皆様と、例会をどうするか、
行事をどうするかを話し合
い調整するのが大変でし
た。また、東武サロンの閉
鎖に伴い、新しい例会場
をみつけるのに、胃の痛く
なる時もありました。こうし
て一年を無事終えられるこ
とに感謝致します。
仕事の都合により 6 月末で

退会させて頂きますが、残念な思いでいっぱいです。暫
くは頑張って仕事をして、仕事が好転したらまた戻って来
たいと思っております。7 年間、ありがとうございました。

柴田君 柴田年度最後の例会。１ヵ年間大過なくクラ
ブ運営させてもらいました。これも会員皆様のご協力
の賜物です。ありがとうございました。
副会長 寳積 英彦
佐々木君 コロナ禍の 1 年となりましたが、無事ここ
までこれて感謝です。幹事として至らない点が多々あ
我が家も本年度は、比較
ったと思いますが、皆様のご協力のおかげで楽しい 1
的あたたかな穏便な毎日
年となりました。ありがとうございました。
を過ごしております。最近
東君 柴田会長、２度目の会長お疲れさまでした！夫
は、私、妻、長男、次男の 4
人で楽しい夕食をとること
の誕生祝いと結婚祝い、ありがとうございます。夫と
が非常に多くあります。
は大学の弓道部で知り合って 30 数年。未だにサーク
・・・（とても楽しいエピソードをお話し頂
ルの仲間同士のような夫婦です。
きましたが、ご次男の名誉の為に勝手
江原君 柴田年度は、柴田会長をはじめ、幹部の皆様、
乍ら【中略】とさせて頂きます）・・・
2020 年度、皆様の助けが
会員の皆様、コロナ禍の中お疲れ様でした。今年度締
あり副会長を務める事ができました。来年も継続いたしま
めの会長の時間を稲見パスト会長がお話しなさると
すので、是非ご支援の程宜しくお願い致します。
の事で楽しみにしておりました。宜しく御願い致しま
す。
浜野君 柴田年度の役員の皆様、１年間大変お疲れ様
会長エレクト 菊田 邦彦
でした。コロナで思う様な活動が出来なく歯がゆい思
いだったと思いますが、大変楽しませて頂きました。
まず、皆様に色々とお願
有難うございました。
いをしましたが、この場を
稲見君 柴田会長他役員の皆さん、一年間お疲れさま
おかりしてお礼を申し上げ
でした。
ます。
菊田君 1 年間いろいろおせわになりました。新年度
今年度、会長エレクトをや
もまたよろしくお願いいたします。
らせていただきましたが、
小林君 柴田会長、ほんとうにおつかれ様でございま
柴田会長に色々教えて頂
した。親睦委員としての
1 年間、長いようで短いよう
くばかりで、自分から進ん
で、会長におんぶして頂いて過ごした参りました。小
で何かを学ぼうとする姿勢
幡先生、佐々木さん、残念です。またのお越しをお待
がなかったと反省しております。
ちしております。
来年度は、皆様のお力をお借りして、楽しい例会にし
小島君 柴田年度、会長をはじめ役員の皆様お世話に
たいと思いますので、宜しくお願い致します。
なりました。おつかれ様でした。パスト会長の時間、
稲見パスト会長お話し楽しみにしていました。小幡先
会長 柴田 譲
生、佐々木幹事、淋しくなります。お元気でお過しく
ださい。
今回 2 度目の会長をやら
栗原君 柴田年度 1 年おつかれさまでした。楽しいロ
せていただきました。
ータリーでした。
一年間振り返ってみると、
沼﨑君 本日で柴田年度、ロータリー情報委員長の役
コロナ禍とは言うものの、
を終わります。聞き苦しい話の一年、恐縮です。有難
通常の 6 割の活動ができ
うございました。
たかなぁと思っております。 小幡君 35 年の期間在籍させて頂き大変お世話にな
会員皆が協力して、コロナ
った事に感謝申し上げます。狭山中央ロータリークラ
にもかからず、健康で一
ブの益々の発展を祈ります。
年間を過ごせたことがなに
清水(武)君 柴田会長他役員の皆様、一年間お世話に
より良かったことで、それを言い訳に会長職を終わりた
なりました。ありがとうございます。
いと思います。
清水(幸)君 柴田年度、会長はじめ役員の皆様、厳し
い環境の下の運営、ありがとうございました。
一年間ご協力いただき、ありがとうございました。
田端君 こんにちは。稲見年度に入会させて頂き、本
日パスト会長あいさつありがとうございます。クラブ
協議会、今年度コロナ禍の中、開催出来ている事に感
◆次の例会◆
謝申し上げます。感謝
7 月 9 日(金)
若松君 柴田会長、一年間お疲れ様でした。菊田エレ
第 2 福 SAA ： 佐々谷会員 柴田会員
クト、次年度宜しくお願いします。
クラブ協議会（役員就任挨拶）
渡邉君 稲見パスト会長の時間楽しみにです。柴田年
7 月 16 日(金)
度最後のお話しですので、どうぞよろしくお願い致し
第 2 福 SAA ： 清水(武)会員 清水(幸)会員
ます。又、柴田会長・役員・クラブ協議会の皆様、一
クラブ協議会（委員長就任挨拶）
年間本当にご苦労様でした。

