
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 1274 回 ( 7 月 9 日) 例会の記録 

点  鐘  菊田邦彦会長 

合  唱  四つのテスト 

第２副ＳＡＡ  佐々谷会員 柴田会員 

 

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 > 

会員数 出席者数 出席率 

21名 16名 76.19 ％ 

 

 

菊田邦彦 会長 

 

先日もお話ししました通り、ロータリーの事がま

だよくわからず手探り状態です。皆様に一つ一

つお聞きしながら会の運営を進めていきたいと

思いますので、何卒宜しくお願い致します。 

 
限られた人数になってしまいましたが、何とか仲間

を増やすよう努力をしていきたいと思います。 

新狭山 RC と一緒にイベントを行うなどして、ロータ

リーの知名度を上げていくことも良いことではない

でしょうか？何分未熟者ですので、是非皆様のお

力添えを頂きたく、宜しくお願い致します。 

 

就任にあたりまして、私の事を知っていただくため

に、少しプロフィールをお話し致します。 

私は昭和20年10月26日生まれ、現在75歳です。 

人からは若いと言われますが、体は寳積先生にお

叱りを受けるような状態です。血液型は A型。非常

に神経質なところもあるのですが、ずぼらなところも

結構ありますので、何かとご迷惑をおかけすると思

います。 

1回目の例会はとても緊張しました。自分で何を話

したのか全く覚えておらず、その反動なのか、寳積

先生の卓話の時に熟睡してしまいました。なので、

またまた寳積先生からお小言を頂戴しました。 

私は日大二高を卒業しました。当時 600人の卒業

生の中で私ただ一人が大学へ行きませんでした。

八百屋をしていた父親が体調を崩したため、父親

に代わってお店の仕事をしなければならなかった

からです。体育の先生のはからいで何とか卒業で

きましたが、3年生の時にはほとんど学校には行っ

ておりませんでした。 

当初、八百屋の仕事はとても大変でした。仕入れの

為に市場に行ったものの何もわからず、初めての

「符牒」や「手やり」に非常にびっくりしたのを覚えて

います。大変苦労しましたが、今となっては一つの

良い思い出です。 

趣味は小林幹事と同じ山登りです。私と同年代の

方はおわかりになるかと思いますが、毎週土曜日

になると、新宿発 23時 55分の夜行列車に乗ってよ

く山登りに行ったものです。 

今の仕事の話をすると長くなりそうですので、また

の機会にお話し致します。 

一年間お世話になりますが、どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

会長の時間 

ＲＩ会長    シェカール・メータ 

        ＲＩテーマ 『奉仕しよう 

             みんなの人生を豊かにするために』 
地区ガバナー 水村雅啓 

      地区テーマ 『もっと夢を もっと奉仕を』 

 

. 

[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］ 
 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

2021～2022 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 菊田邦彦  会長ｴﾚｸﾄ 渡邉髙治  副会長 寳積英彦   幹事 小林奈保絵 

 

 

 



 

 

 < 小林奈保絵 幹事 > 

・8～9月のプログラムが理事会で承認 

・8 月 20日「ガバナー公式訪問」について 

 例会前のガバナーとの懇談：入会 3年未満の

佐々谷会員と大野会員 

集合写真：吉田カメラマンに依頼 

クラブ協議会：ひまわり倶楽部の井島様参加 

・「狭山市中学生環境作文コンクール」について 

 主催＝新狭山 RC 共催＝狭山中央 RC 

 拠出金=ｸﾗﾌﾞ 50,000円/個人(希望者)2,000円～ 

ホームページにポスター＆募集要項を掲載済 

 7 月 3日(土)狭山市市民会館で「青少年健全育

成大会」が開催され会長・幹事が出席 

 熱海豪雨災害支援金に協力 

金額は会長・幹事に一任 

受贈会報 

 所沢ＲＣ 入間南ＲＣ 

回  覧 

 RLI(ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会)PartⅠのご案内 

 ロータリー文庫利用のご案内 

 バギオだより 

 新狭山 RC・新所沢 RC・所沢中央 RC・入間南 RC・

所沢 RC・入間 RC・飯能 RCより「例会変更のお

知らせ」 

 

・・・クラブ協議会・・・ 

■役員・委員長就任挨拶■ 

                   幹事 小林奈保絵             
今期、幹事を務めさせていた

だきます小林です。 

地区協議会から始まりまし

たが、目の前のことをこなす

のが精いっぱいでおります。

幹事を経験された方はたく

さんいらっしゃると思いま

すが、よくぞ順調にと言いますか、よく軽々とそ

の役をこなされたと本当に感服致します。狭山中

央ロータリークラブとして何をどう考えればよい

のか、考えあぐねることばかりで、毎回理事会を

開いていただいて教えを乞いたい気持ちです。頼

り甲斐のない幹事ですので、会長と弥次喜多道中

になりそうですが、どうかよろしくお願い致しま

す。 

 

                        会計 渡邉髙治             
今年度、会計を仰せつかりました渡邉です。宜し

くお願い致します。 

会計は、クラブ資産を管理し、クラブの奉仕活動

や募集活動、ロータリー財団の支援を行う上で、

会長・幹事・事務局と連携を取って進めてゆく大

切な役割と考えています。 

当ロータリークラブも、会員の減少に伴い年会費

の減少が発生しており、今後も増収は期待できな

い状況です。会計業務は当然会計一人では対応で

きません。そこで会員の皆様には「ニコニコボックス」

へのより多くの寄付を期待し

ておりますので、宜しくお願い

致します。 

繰り返しになりますが、会長・

幹事・事務局と連携を取りな

がら、一年間務めさせて頂き

ますので、宜しくお願い致し

ます。 

 

                        SAA 浜野貴子 
私は 10年ほど前に、今はも

う退会された吉川さんと一

緒に、二人で SAAを務めさせ

て頂きました。 

今回は一人でと言うことで、

頑張っていきたいと思いま

す。明るく楽しい例会にして

いきたいと思いますので、皆様一年間よろしくお

願い致します。 

 

                プログラム委員長 柴田譲 
ロータリークラブに入ってから 5 回目のプログラ

ム委員長を仰せつかりました。その経験の中から

でてくるイメージはたくさんありますが、残念な

ことに会員数 21名となってしまった今年度は、何

と言っても「会員増強」が必須です。なので、会

員増強に資するプログラムにしていきたいと思っ

ています。その為には会員の皆様が同じ方向を向

かなければなりません。会長の話を聞いているだ

けではなく、自らがクラブ

の一員として壇上で話をす

る「会員卓話」をどんどん

行いたいと考えています。

皆様、会員卓話をお受けい

ただきますよう、どうか宜

しくお願いいたします。 

 

           クラブ公共イメージ委員長 稲見淳 

クラブ公共イメージの委員

長の稲見です。副委員長 清

水幸彦会員と委員 栗原成実

会員の 3人で一年間やって

まいります。 

ロータリークラブは、各自の

職場で社会に奉仕する人達

の集まりである事をイメージアップする為に、各

委員会と連携してロータリー本来の目的、意図と

業績を地域社会に広く認識してもらえるように推

進する。 

<事業方針> 

 各委員会と連携をはかり、クラブの奉仕活動を

多方面に広報する 

幹事報告 

 

 

 

 

 



 マスメディアとのつながりを深め、より良い関

係を構築する 

先ほど会長からお話しがありました通り、会員増強に

はクラブの知名度を上げることが重要だと思います。 

当クラブには狭山ケーブルテレビの清水武信会員が

いらっしゃいます。先日、過去に行った「モンゴルの

植樹」の記録（ケーブルテレビ製作）を観て、改めて良い

ことをしたのだと思いました。 

狭山中央ロータリークラブの活動をたくさんの人達に

知っていただくような事業を考えて、是非ケーブルテ

レビで放送していただけたらと思っておりますので、

皆様宜しくお願い致します。 

 

              R情報・雑誌委員長 若松泰誼            
前任の沼﨑さんが、非常に面

白い話を盛り込んだ楽しい

「友」の紹介をされていまし

たので、とてもやりにくいと

思いましたが、沼﨑さんには

負けますが、皆様に「友」の

魅力をたくさん伝えてまい

りますので、どうか宜しくお願い致します。 

 

 

                職業分類委員長 栗原成実            
菊田年度の職業分類委員長をやらせていただきま

すので、宜しくお願い致します。 

新しい会員が入ってこないと、職業分類の必要は

ありませんので暇な一年になると思います。なの

で、暇にならにようにどんどん知り合いの方を紹

介して頂いて、色々な職業

の方に入会していただけた

らと思います。会員が少な

くなるとやはり寂しいです

ので、今年は皆で「会員増

強」を盛り上げていただけ

ればと思います。 

 

 

              奉仕プロジェクト委員長 東美栄             
菊田会長の下、狭山中央ロー

タリークラブの奉仕プロジ

ェクトに関わらせていただ

きます。 

現在、当クラブには６つの常

任委員会とその下に複数の

部門があります。６つの常任

委員会とは 

①クラブ管理運営        ②クラブ公共イメージ   

③会員増強             ④奉仕プロジェクト    

⑤ロータリー財団       ⑥米山記念奨学会 

 

 

 

 

 

 

今年度、私が委員長を仰せつかった「奉仕プロジ

ェクト委員会」は以下の４部門を従えています。 

①職業奉仕        ②社会奉仕    

③国際奉仕       ④青少年奉仕 

ＲＩから全世界のクラブに出されている奉仕プロ

ジェクトの重点分野は７つ。 

①平和構築と紛争予防  ②疾病予防と治療 

③水と衛生       ④母子の健康  

⑤基本的教育と識字率向上⑥地域社会の経済発展  

⑦環境 

ただし、感染症の拡大が止まらない昨今、直接参

加するタイプの奉仕は困難となっています。 

奉仕には 3つの種類があります。 

①体施   ②物施   ③法施 

従来の身体を張った奉仕を表す「体施」は感染症

蔓延防止の観点から難しいです。 

さまざまな事情から会員も減少しています。当ク

ラブでは広報委員会を「クラブ公共イメージ委員

会」と呼んでいます。狭山中央ロータリークラブ

がどのような奉仕活動を過去にしてきたか、現在

しているのか、これからするのか。世の中には余

り知られていません。広報活動は重要です。「こん

な良いことをしている団体なら自分も入りたい！」

知れば入会を希望する人もいるでしょう。 

「ノブレス・オブリージュ」の価値観を共有でき

る異業種のトップを探す事は、砂漠の中で、一握

りの輝く砂を見つけるようなものですが、未来の

仲間は必ずいます。 

ロータリークラブ がどんな活動をしているかア

ピールする行為が「法施」です。 

「体施も法施もなかなかできない」という方には、

金品を寄付する「物施」という手段があります。 

会員のみなさまのお力を引き出せるよう努力して

参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

             米山記念奨学会委員長 東美栄         

２０２１-２０２２年度のＲＩ会長が掲げたテーマは『奉仕

しよう みんなの人生を豊かにするために』です。 

それに合わせ２５７０地区のスローガンは『もっと夢を 

もっと奉仕を』です。 

私たち狭山中央ロータリークラブの菊田邦彦会長は、

６つの目標を示されました。その中のひとつに、「米山

記念奨学生の受け入れ」があります。 

米山記念奨学会は日本独自の奨学金制度で運営は

会員からの「寄付」で賄われています。皆様よくご存

知のように、ロータリアンにとって奉仕は責務です。 

奉仕の１つとして、米山記念奨学会への寄付を検討

してはいかがでしょうか。 

皆様の寄付が、誰かの人生を豊かにし、その誰かが、

この世界をより良いものにするのです。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

菊田君  梅雨の中、皆様例会に出席いただきありがとうございます。本日のクラブ協議会、各委員会の

皆様よろしくお願いします。守屋先生ようこそ、お待ちしていました。 

 

小林君  雨の中の船出となったのですが、今週も雨ですね。本日はクラブ協議会です。よろしくお願い

致します。守屋先生、ようこそ、お待ち致しておりました。 

 

浜野君  本日はクラブ協議会です。新しい役員の皆様 1年間宜しくお願い致します。 

 

稲見君  この度、国土交通省関東地方整備局局長表彰を「越辺川用地調査業務」で受賞しました。日々

スキルアップに努めていきたいと思います。 

 

守屋君  長いこと休ませて頂きましたが、ようやく何とか古いなつかしいところへ帰ってこられました。

ただし、私はもう実際に“インキョ”で、何もかもすっかり仕事も遊びも、歩くことさえまま

ならない年齢（94才）になっていました。久しぶりで皆様にお目にかかれて“とても”うれ

しいです。 

 

若松君  女房共々誕生祝を頂きありがとうございます。これからも元気で頑張ります。 

 

渡邉君  菊田年度の新役員、各新委員長、宜しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 次の例会 ◆ 

 
    

   7 月 23 日（金）  

   例会取り止め 

 

7月 30日（金） 

   例会取り止め 

 

8月 6日（金）  

   第 2 副 SAA：田端会員 高田会員 

   ガバー補佐訪問 
 


