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菊田邦彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
沼﨑会員 大野会員

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
20 名

出席者数
16 名

出席率
80.00 ％

会長の時間

例会の記録

ろがなかったのですが、初めて挨拶に行ったご両
親に向かっていきなり「明日から一緒に住まわせて
ください。」と言ったのです。私は、話す順番が違う
だろと、とても恥ずかしくてとても印象深く記憶に残
っています。
皆様も子供の言動には日頃から注意されているで
しょうが、自分の子供に対して責任を持つのはなか
なか難しいと思います。
そんな事も考えながらの楽しいアルバム整理でし
た。

菊田邦彦 会長
梅の花が咲きそうな頃か
らコロナの影響で例会が
中止になり、約 2 ヶ月ぶ
りの例会です。
桜の花が満開の季節に
なってしまいました。
季節が過ぎるのは本当
に速いものです。
まん延防止の期間中、家の中の片づけをしようかと
思いましたが、そんなに片づけるものもなかったの
で、定番でありますアルバムを整理しました。
あちこち訪れた先の風景、一緒に行った友人を目
にし、「すでに他界している友人もいるなかで、自
分はこんなに長く生きられてなんて幸せなんだろう」
という気持ちに浸ってしまいました。
私の座右の銘は「人間万事塞翁が馬」なのですが、
アルバムをみながら「あの時は良かった。。。あの時
は失敗したなぁ。。。」 良い時もあり悪い時もあった
と思い返すのが楽しくて、1～2 ヵ月があっという間
に過ぎてしまいました。
また、アルバムを見返す中で特に印象に残ってい
たのが、息子が嫁を貰う際、お嫁さんの実家である
秋田に挨拶に行った時のことでした。
息子はそれまでタイにいたので結婚しても住むとこ

米山記念奨学生へ奨学金の授与
米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ
4 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
2 ヶ月間ご無沙汰しております。
私は 2 月からホテルのフロントでアルバイトをしていま
す。主にチェックインとチェックアウトの仕事ですが、時
間があればデータ入力や事務もします。普通の仕事で
あれば 1～2 回教えてもらえば出来るのですが、一番
怖いのが電話対応です。1～2 分でお客様から沢山の
情報をいただくと、頭が混乱してわからなくなったり、尊
敬語と謙譲語を間違
ったりでとても緊張し
ます。慣れるまで時間
がかかると思いますが、
頑張りたいと思いま
す。
今月は米山奨学生の
始まりでもあります。皆
様にはすでに 1 年間
お世話になり、経済
的・精神的に安心して
過ごす事ができました。
コロナが落ち着いて皆さまがベトナムに旅行することに
なりましたら、是非是非案内させていただきます。
今年も頑張りますので引き続きどうぞ宜しくお願いいた
します。

幹事報告

3 月 20 日（日）

栗原会員の畑でこども食堂に
寄付をするじゃがいもの植付を行いました！

< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 ウクライナ支援金について
3 月 25 日、クラブより 10,000 円、会員有志より
90,000 円の合計 100,000 円を地区へ送金
 緑の募金協力の依頼により 500 円×20 人＝10000
円を協力予定
 『ロータリーの友』2022 年 7 月号より一冊 275
円（税込）に値上げ
 事務局よりお詫び
12 月 17 日週報の例会回数の間違い
✕12786 回 ◯1286 回 申し訳ありませんでした
受贈会報
 所沢西 RC ・飯能 RC ・所沢中央 RC ・入間南 RC
回
覧
 オンデマンド研修配信（YouTube）のご案内
 R 財団勉強会（オンライン）のご案内
 「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
 「RI 会長杯ワールドゴルフ大会」のご報告
 バギオだより
 AAR JAPAN より「まるごとプロジェクト募金 2022
ご協力のお願い」
 ハイライトよねやま
 米山記念奨学生文集
他クラブ例会変更のお知らせ
 飯能 RC ・所沢 RC ・所沢中央 RC

栗原成実会員、いつもありがとうございます！
今回ご協力いただいた会員の皆様、
お疲れさまでした！

R 財団地区補助金プロジェクト

3 月 21 日（月㊗）

こども食堂へ食品保存用
スチールラック 4 台を寄付いたしました

1 月 28 日守屋昭夫様より
預り金の 55,399 円を
ニコニコに
寄付していただきました。
心より感謝申し上げます。
ありがとうございました！

3 月 6 日（日）
『米山記念奨学生終了式及び歓送会』開催
（アルカーサル迎賓館川越にて）

地区役員 東美栄 学友委員会員
田端都女子 カウンセラー、
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。

菊田邦彦会長、社会奉仕 江原伸夫委員長、渡邉髙
治会長エレクトが組み立てた後無事贈呈。
代表の井島様も「食品がとても見やすく管理も楽
になります！」ととても喜んでいました。

❖ 「2022 年度ひまわり倶楽部賛助会員」のご案内

ひまわり会員 1 口 1000 円×12 ヵ月=12000 円
たんぽぽ会員 1 口 500 円×12 ヵ月=6000 円
クローバー会員 1 口 2000 円（年間会員）
ご協力いただける方は、申込み書に必要事項をご
記入の上、事務局までご提出くださいますようお
願いいたします。

委員会報告
・親睦活動委員会
< 佐々谷悦子 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
結婚記念 ········栗原君
4 月記念日のお祝い
会員誕生 ········江原君
結婚記念 ········田端君 柴田君

喜寿

宮岡宏太郎

2003～2004 年度よりクラブ独自でネパールに小学校を
建設しようという取り組みがはじまり、寺子屋基金として
積み立てをはじめる
2005～2006 年度までの 3 年度間で 100 万円が集まり、
さいたまユネスコのアドバイスにより、建設地をネパール
西部の都市タイセンから車と徒歩で合計 4 時間半の山
奥のバワニ小学校に決定。
2006 年 10 月完成
2006 年 10 月 8 日から 14 日の日程で、カトマンズ観光
も兼ねてバワニ小学校冠名式典に参加

会員

77 歳、おめでとうございます。
益々若々しくお元気で！

会員卓話
2006 年 10 月 8 日～10 月 14 日

ネパールバワニ小学校冠名式訪問
ＤＶＤ鑑賞

ネパール訪問のＤＶＤは狭山ケーブルテレビと栗原
成実会員それぞれが撮影した 2 枚(各 2 時間)に収め
られおります。これを見れば当時の様子が細かくわか
ると思いますので、興味のある方は是非ご覧ください。

宮岡宏太郎 会員
2006 年 10 月、狭山中央ロータリークラブ国際奉仕の
全盛時代にネパールバワニ小学校を訪問しました。
その時の様子を改めて見て頂き、今後の活動の参考
になればと思います。
本日ＤＶＤを上映するにあたり、清水武信会員、狭山
ケーブルテレビの中津川様・伊田様には大変お世話
になりました。伊田様には本日も上映のご協力をいた
だきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

柴田君
菊田君

ひさしぶりの例会皆様参加いただきあ
りがとうございます。宮岡宏太郎様、
本日の卓話楽しみにしていました。よ
ろしくお願いいたします。
小林君
お久しぶりです。元気に顔合せができ
まして嬉しい限りです。稲荷山公園の
満開の桜の下を歩いてきましたが、風
が強く冷たく、早々に足速に歩いてき
きました。桜は美しい。
江原君
久しぶりの例会ですね蔓延防止が解除
されたとはいえ、まだまだ安心するの
は早いかと思います。今迄同様個々に
気を付けていただきたいと思います。
本日は私が入会する前のネパールでの
活動について、宮岡パスト会長のお話
しが卓話の時間にて伺えるので楽しみ
にしておりました。宜しくお願い致し
ます。
江原君
今月 3 日で 71 回目の誕生日を迎えます。
ここ 2 年間、会社と自宅での時間が全
ての生活でした。今年こそはと思って
おりますが、あまり期待しすぎないよ
うにしています。
浜野君
誕生祝いを頂き有難うございます。60
代最後の年を楽しみたいと思います。
本日の会員卓話は宮岡さんによるネパ
ールのＤＶＤ上映ですね。楽しみに来
ました。狭山ケーブルテレビの伊田様、
御協力有難うございます。
稲見君
宮岡会員、今日の卓話楽しみです。
小島君
宮岡パスト会長の卓話ＤＶＤの上映、
楽しみにしていました。
栗原君
3 月に 49 回めの結婚記念日を迎えまし
た。最近はケンカをしません。仲良く
する事もしません。不気味な存在です。
宮岡君
結婚祝、誕生祝をいただき有がとうご
ざいました。お陰様で無事 77 歳になり
ました。
沼﨑君
去る 2 月 1 日、80 歳の誕生日。特に何
もしませんでしたが、生きていただけ
でこの年になりました。誕生祝い有難
うございます。いつまで生きるかわか
りません。
大野君
コロナを身近に感じる事が増えてきま
した。みんなで感染予防に取り組み、
一日も早く終息を願います。
佐々谷君 久しぶりのロータリー、皆さまお元気
でお会い出来た事をうれしく思います。
まだまだ大変な日々がつづくと思いま
すが、気を付けてお過し下さい。あり
がとうございます。宮岡さん、今日は
よろしくお願い致します。楽しみにし
ておりました。
◆ 次の例会 ◆

コロナの関係で例会が 2 ヶ月近く開催
出来ず、今回やっと開催の運びとなり
ほっとしております。会員皆様の元気
な姿を拝見しほっとしております。
柴田君
51 回目の結婚記念日を迎えました。な
んとか続けております。
清水(武)君宮岡宏太郎パスト会長、15 年経過して
も偉大な事業は歴史を刻んでいます。
過酷な環境の中、2006 年 10 月のネパ
ールバワニ小学校冠名式典出席の映像
を楽しみにしていました。ケーブルテ
レビでも同伴出来てありがとうござい
ました。
田端君
宮岡パスト会長、本日の卓話楽しみに
しておりました。そして、令和 4 年に
なって初めて皆様とお会い出来た事、
とても嬉しく感じております。ありが
とうございます。
田端君
結婚記念月お祝いありがとうございま
す。結婚 50 年になるでしょうか？すっ
かり忘れておりましたが、いつも青春
で過ごしたいと思っております。あり
がとうございます。感謝
高田君
妻の誕生日のプレゼントありがとうご
ざいます。私の妻は生後数ヶ月で、条
約破りで虐殺を続けてくるソ連軍から
逃れるため、父親は現地に残り、中学
生の長男が離ればなれになりそうな家
族 6 人を守りながら日本を目指し、そ
して生きて帰って来ました。ロシア軍
は約束は絶対守りません。
渡邉君
宮岡パスト会長の卓話（ネパール訪問
のビデオ）を楽しみにしておりました。
宜しくお願いします。

定例理事会（例会終了後）








5 月、6 月のプログラムについて
承認
ガバナー公式訪問の日程について
ガバナー補佐訪問 8 月 19 日
ガバナー訪問
8 月 26 日
で要望提出
注）これで決定ではありません。
決定次第改めてお知らせいたします。
犯罪被害者・交通被害者等支援の会オリーブ
の支援申し入れについて
継続的支援が予想されるため、現時点での資
金及び人員では困難と判断し否認
「創立 30 周年」について
5 月中に実行委員会メンバーを選出
会員増強について
候補者には続けてアプローチする

4 月 15 日（金） 例会取り止め
4 月 22 日（金） 第 2 副 S A A：清水(武)会員 清水(幸)会員
外来卓話：狭山市長 小谷野剛様
4 月 29 日（金） 例会取り止め

