
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 1284 回 ( 12 月 3 日) 例会の記録 

点  鐘  菊田邦彦会長 

合  唱  国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  高田会員 若松会員 

 

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 19名 90.48 ％ 

 

 

菊田邦彦 会長 

【わかっちゃいるけどやめられない】 

ここのところコロナがだいぶ落ち着いてきましたの

で、皆様もお酒を飲む機会が多くなったのではと思

い、お酒にまつわる話をさせていただこうと思いま

す。 

私はお酒を覚えたのが非常に遅く、30歳を過ぎて

からたしなむようになりました。 

当時私は不動産業をしておりまして、色々なお客

様と接する中で、所沢のある建築会社の社長から

「不動産の仕事をするんだったら、お酒の席を設け

なければ仕事の量が半減しますよ」と忠告を受けま

した。そして、その社長にお酒を飲む場所に連れて

行っていただいたのがきっかけです。 

その当時、所沢周辺には割烹料理屋があちらこち

らにありまして、その社長の行きつけの割烹料理屋

に連れて行ってくれました。 

お酒は日本酒でした。今ではお燗はしなくなりまし

たが、その当時は、お銚子にお酒を入れた熱燗で、

お猪口に注いで社長が飲み干し、そのお猪口で今

度は私が飲んで、また社長が飲むという「回し飲み」

をしました。 

当時私は 20代で、料亭で出していただけるような

魚の食べ方がわからなかったので、それを教えても

らいながら飲みました。当然その日本酒が甘口な

のか辛口なのかわからず、すぐに酔っぱらって倒

れてしまいました。 

それから何度かお酒の席に出るうちに次第に飲め

るようになりました。 

そうすると自分でも飲みに行きたくなります。 

 

取引先のプレハブメーカーの方に連れていっても

らった、そのころはまだ珍しかった中国料理のお店

にいったときに、何でも火を通して食べる中国人っ

てすごいなぁと思いました。そこで初めて紹興酒を

飲みました。紹興酒は古いほどおいしく、日本酒と

同じようにお燗をして飲んだ記憶があります。どこの

国でもお酒はお燗して飲むものなのかなぁと思いま

した。 

お酒は人と人を結んでくれる潤滑油のようなものだ

と思います。 

 

 

 

 

 

仕事の関係でキプロス島に行ったとき、泊まったホ

テルで毎日、ワイン 2本、水 2本が出てきました。水

 

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○金 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 

 

 

 



よりワインの方が安かったようです。 

そのワインがとても美味しかったので、日本に持ち

帰り知人にあげたところ、知人も「おいしい！また買

ってきて！」と言われましたが、その後行くことはあ

りませんでした。 

また、マレーシアで国王が出席されるあるイベント

に参加した際、驚かされたことがありました。マレー

シアは宗教上お酒が飲めないので、飲み物は水と

ジュースしかありませんでしたが、国王が帰られると

同時にお酒が出てきたのです。どんなことにも裏表

があるのだと感じました。 

 

皆様もお酒の失敗談があるかと思いますが、「酒は

百薬の長」と同時に飲み過ぎてしまうこともしばしば

あります。 

私も糖尿病になったのでお酒は控えなければいけ

ないと思いつつも「わかっちゃいるけどやめられな

い」のが現実です。 

 

 

 

米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ 

12月分の奨学金 100,000円をお渡ししました 

マイさんよりひとこと 

12月になりました。年内最後の月になりました。 
今年は新型コロナウイルスの影響で、たくさんの困った
ことがあったと思いますが、皆さんはどうですか？予定
したことができなかったのですか？それとも目標を達成
しましたか？ 
私はこの一年間たくさんありがたいことがありました。 
健康でいられました。そして設定した目標をほとんど達
成することができました。 
何より、ロータリー奨学生として採用され、狭山中央ロ
ータリークラブのお世話になれたことが一番ありがたい
です。 
狭山中央ロータリークラブの皆様に、いつも応援してた
くさんの事を教えていただくことで、自分の価値観、自
分の世界観を広げることができました。 
毎週の卓話の時間がとても楽しみです。なぜなら、皆
さんのお話を聞くと、自分も努力して成功したいと思い、
やる気が出ます。 
旅行にも参加させていただき日本の文化を勉強させて
いただきました。本当にありがとうございます。 
特に、カウンセラーの田端さんには「いつもいつもあり
がとうございます！」と言いたいです。本当にお世話に
なってたくさんの事を教えていただきました。 
感謝しきれないほど。ありがとうございます。 
来年も引き続き宜しくお願いいたします。 

 

 

 < 小林奈保絵 幹事 > 

報  告 

 2022年 6月 5～8日「ロータリー国際大会」（ア

メリカ・ヒューストンにて）開催のご案内 

 12月 18日(土)「狭山市中学生環境作文コンクー

ル表彰式」参加のお願い 

 「歳末助け合い募金」の協力（会員 21人×＠500円 

 12月 17日(金)「夜間例会」のお知らせ及び出席調べ 

 フォトコンテスト 

「街でみつけたロータリー」 

のお知らせ 

 

受贈会報 

 飯能 RC 

 所沢西 RC 

 所沢中央 RC 

 

回  覧 

 RI日本事務局より「在宅勤務延長のお知らせ」 

 

他クラブ例会変更のお知らせ 

 新所沢 RC 

 

 

 

・国際奉仕委員会      < 小島美恵子 委員長 > 
11月 28日(日)13：30より、ガーデンホテル紫雲閣で

開催された「国際奉仕委員会・ロータリー財団委員

会合同セミナー」に ZOOMで参加いたしましたので

ご報告いたします。 

－実行計画及び実施目標－ 

1. グローバル補助金の申請に

ついてロータリー財団委員

会と協力する 

2. 当地区内の国際奉仕活動

の把握と事例紹介を行う 

  第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内 11 ｸﾗﾌﾞ 

  台湾・桃園北 RC と合同で医療超音波巡回車支援 

  本庄南 RC・寄居 RC 

  台湾桃園 RC と合同で検査専用ﾊﾞｽ支援 

  川越 RC・本庄南 RC 

  ﾐｬﾝﾏｰ･ﾔﾝｺﾞﾝｾﾝﾄﾗﾙ RCと合同で医療機器支援 

  をそれぞれ行った 

3. 当地区と友好関係を築くことができる海外地区を

作る 

詳細はまた地区委員会から示されると思いますので、

その時は皆様でご対応くださいますよう宜しくお願

いいたします。 

 

・親睦活動委員会      < 佐々谷悦子 委員長 > 
 12月記念日のお祝い 

 結婚記念 ······· 高田君 

委員会報告 

幹事報告 

米山記念奨学生へ奨学金の授与 



・・・クラブ協議会・・・ 

年 次 総 会 

渡邉  髙治 会長エレクト 

本日この時間は、クラブ協議会として次年度のクラブ

役員と理事 7名を発表させて頂きたいと思いますが、

その前に会長エレクトの選任に当たり、宮岡パスト会

長には無理難題をお願いし、その結果パスト会長の

ご尽力によりまして、清水武信会員には大変ご無理な

お願いを聞いていただき、会長エレクトになっていた

だくことを承諾いただきました。 

宮岡パスト会長並びに清水武信会員、本当にありがと

うございました。 

 

それでは発表いたします。  

             役 員（7名）      

         会長     渡邉  髙治 

直前会長 菊田  邦彦 

会長エレクト 清水  武信 

副会長 寳積  英彦 

幹事 小林奈保絵 

会計 柴田    譲 

ＳＡＡ 浜野  貴子   

             理 事（7名）      

宮岡宏太郎 

栗原  成実 

稲見    淳 

江原  伸夫 

小島美恵子 

田端都女子 

佐々谷悦子         
                *敬称略 順不同 

 

役員、理事及び各委員長の皆様には、本来ならば直

接お会いしてお話しをしなければならないところを、

お電話にて大変失礼をいたしました。そして皆様が快

く引き受けていただき本当にありがとうございました。 

また、理事以外ですが、 

副幹事 浜野  貴子 

副ＳＡＡ 小島美恵子 

監査 若松 泰誼 

 稲見   淳 

クラブ研修リーダー 柴田   譲 
                      *敬称略 順不同 

以上の方々にお願いいたしました。 

 

各委員長をお願いするにあたり、既にお願いして快

諾をいただいた方もおられますが、皆様に直接会っ

たり、お電話をしたりとお時間を取らせてしまうかと思

いますが、ご協力の程宜しくお願いいたします。 

最後に、特に私は経験不足ですので、会員の皆様の

ご指導とご支援をいただきながら、出来る限り取り組

んでいきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

～時簡に余裕があったので、選任の詳細と 

ご自身の経歴のお話しをしていただきました～ 

  

 

 

                       12月 5日(日) 

             「米山記念奨学会クリスマス会」 

             がアルカーサル迎賓館川越で 

             開催されました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
菊田邦彦会長、田端都女子カウンセラー、地区

役員 東美栄学友会委員、そして米山記念奨学

生のグエンフォンマイさんが参加しました。 



 

 

 

 

菊田君  いよいよ 12月。年末。皆様お忙しい中

例会出席ありがとうございます。 

小林君  今朝の地震にはびっくりしました。き

けば、和歌山の方でもかなりのゆれが

あったとか。山梨の知り合いの事も心

配です。私達は、良いお天気の下、無

事に会合が開けて幸いです。次期会長、

よろしくお願いします。がんばりまし

ょう。 

浜野君  本日のクラブ協議会、渡邉会長エレク

ト宜しくお願い致します。米山記念奨

学生マイさんいらっしゃい。 

寳積君  師走、乾燥には参ります。健康管理は

大切です。体力維持の為、1日 100gの

タンパク質摂取をこころがけましょう。 

稲見君  今年も残り１ヶ月。今日はクラブ協議

会。渡邉エレクトがんばって下さい。 

栗原君  76才の誕生日を祝っていただきありが

とうございます。白内障の手術を受け

ました。年々体調が衰えていくのが身

にしみます。 

沼﨑君  清水武信会員、会長ノミニーになられ

るとのこと、おめでとうございます。

また有難うございます。 

柴田君  次年度の執行役員のメンバー、渡邊エ

レクトからのお話し期待しております。 

高田君  結婚祝いありがとうございます。今朝

「今日はニコニコに何を書こうかなぁ」

と言っていたら、家内から「おかげ様

でまだ続いております」と書いといた

らと言われました。どういう意味です

かね？ 

渡邉君  この度は皆さまに役員、理事、各委員

長のお願いをさせて頂き、こころよく

お受け頂き本当に有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1月、2月のプログラムについて 

承認 

 12月 17日(金)の夜間例会アトラクションに

ついて 

当日の詳細等は寳積副会長に連絡係を依頼 

 創立 30周年記念について 

次期会長主導により実行委員会立ち上げ 

 狭山市中学生環境作文コンクールについて 

12月 18日(土)の表彰式参加依頼 

 会場レイアウト変更について 

景観を活かした（眺望を妨げない）配置に変

更 ⇒ ニックスに要相談後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例理事会（例会終了後） 

◆ 次の例会 ◆ 
   

12月 17日（金）  

  「年忘れ夜間例会」に例会臨時変更 

   場所： ニックス 

   時間： 18：30より 

12月 24日（金） 

 例会取り止め 

12月 30日（金）  

 例会取り止め 


