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菊田邦彦会長
我らの生業
清水(武)会員 清水(幸)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
17 名

出席率
89.47 ％

パスト会長の時間
「四つのテスト」について若干の私的見解

例会の記録

中でも①真実かどうか？は、原本では「Is it the
truth?」という表現の原語になっております。
それを現在の標語にしておりますが、実際のところ
私達職業人としては、各種の事業に携わる上でこ
の抽象的な表現で事をすすめることは実状にあわ
ないのではないかと私自身は思っているところで
す。
この標語を、「真実かどうか」を「事実かどうか」に
置き換えれば、非常に実情に合い分かりやすいこ
とと思っております。
この点で自治会活動にもこの考えのもと、適切に対
処する事で諸活動がスムースに進んでいったことを
記憶しております。
では、「四つのテスト」の原本はどの様な表現にな
っているのかを別紙を参照してください。意外と意
味の上でずれているのが分かると思います。

柴田 譲

パスト会長

2007-2008 年度／2020-2021 年度会長

私は平成 24 年度から平成 30 年度の 7 年間、私の
住んでいる若葉台の自治会会長を務めてまいりま
した。その間、色々な日常生活上の住民の利便性、
生活向上、快適な生活環境等を少しずつ改善して
まいりました。
これらの事業をすすめる上で、私は必ずロータリー
の職業上の行動規範「四つのテスト」をそのバック
ボーンとして位置付けてきました。

本日のお客様
狭山市長

< 寳積英彦 副会長 >
小谷野 剛 様

寳積副会長よりひとこと
ロータリーの友 4 月号の
SPEECH「命を頂いてつないで
いくこと」を熟読しました。
読み進めると最近の 10 代 20
代の方々のことが少し書いてあ
ります。
こんなのは常識ではないの
か？もっと周りを見て考えないといけないのでは？
もっと自主的に！僕が小さいときにはこれくらいできた！
時折そんなことを思いながら文章を読み進めていきまし
た。そして結びにこう記してありました。
「それを息子に教えていない愚か者はお前だ！」と。
まさにその通りだと思いました。反省。。。。

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 地区研修・協議会のご案内
日にち：5 月 7 日(土)
場 所：ウエスタ川越
会場参加はクラブ会長エレクトのみ
各委員会委員長及び会員の皆様は Zoom 参加
 4 月 1 日宮岡会員の卓話で使用したネパールの
映像を DVD にして貸し出し
 次年度の年度計画書に掲載する会員名簿に訂
正・変更がある場合は事務局まで申し出
 4 月 21 日会長幹事会のご報告
ウクライナ支援金ご協力の御礼とご報告
当クラブの活動報告（旅行・ひまわり倶楽部支援）
福祉マーケット（4.29 小手指公園）開催のご案内
 水村年度会員増強委員会（地区）からのお願い
国際ロータリー第 2570 地区
各クラブ会長および会員増強委員長様
令和 4 年 4 月吉日
水村年度会員増強委員会からのお願いです。
過日地区大会 1 日目に行われた登録委員会の
相原茂吉パストガバナーからの報告では、現
時点での当地区の会員数は 1592 名と 1600 名
を下回っております。
会員数が 1100 名を下回ると他地区との合併
等も余儀なくされるとのことです。
当該年度残りの３ヶ月は会員の退会数が多
くなる時期です。この３ヶ月間に如何に退会
を防止するかが重要か鍵であります。各クラ
ブにおける増強人数の目標を達成出来るよ
うによろしくお願い申し上げます。
2021-2022 年度
国際ロータリー第 2570 地区
会員増強委員会一同

受贈会報
 所沢西 RC
回
覧
 川越小江戸 RC より
「事務所移転に伴うお知らせ」
 ハイライトよねやま

卓

話

狭山市長

小谷野

剛

様

今日は例会にお招き頂きありがとうございました。
このような機会を作っていただきましたことに、心より
感謝申し上げます。
また、この 2 年間、コロナ禍におきましては、皆様に大
変ご協力をいただきました。改めて御礼申し上げま
す。
ご挨拶の後、
「コロナの現状」と「令和 4 年度狭山市の取
り組み」について、パワーポイントを使ってとても分かり
やすくお話しいただきました。

【 概

要 】

コロナの現状

これまでの経験から連休後は再度、拡大傾向となるこ
とが懸念されます。
GW は引き続き感染対策をよろしくお願いいたします。
令和 4 年度狭山市の取り組み
若い世代を増やす
移住・定住の促進
 親元同居・近居支援補助金
 若い世代の住宅取得支援補助金
 35 年ぶりに 15 ヵ月連続（単月ベース）で転入が
多い社会増を達成！
まちと産業に活力を
利便性の高いまちづくり
 新たな産業基盤づくり
 安全と賑わいの入曽駅周辺整備
地域経済・産業への支援
 中小企業への伴走型支援
 商店街活性化への支援
 キャンプ場を一新

いいりそうのまち

狭山市入曽

最後に
現在 NHK で「鎌倉殿の 13 人」が放送されております
が、市川染五郎さん扮する源義高ゆかりの史跡が狭
山市入間川にありますので、是非ともご覧ください。
また、5 月 3 日狭山市民会館で市川染五郎さんをお
呼びしてトークショーを行います。
こうしたことも行いながら、地域の文化・歴史にも光を
当てて参ります。
また、本日 4 時半よりテレビ埼玉で狭山市のことが放
送されます。私も少し出演させていただいております
ので、時間のある方はどうぞご覧ください。

高田君

若松君
菊田君

狭山市長小谷野剛様、ようこそ例会に
御出席ありがとうございます。本日の
卓話、狭山市の夢ある町づくりたのし
みにしています。
小林君
稲荷山公園だよりです。山つつじ、ど
うだんつつじ、花みずきが満開。小さ
な小さなかきどうしも一面に咲いてす
っかり初夏のよそおいです。狭山市長、
ようこそお越しくださいました。あり
がとう存じます。
江原君
本日の会長の時間は柴田パスト会長の
お話しが、外来卓話の時間には小谷野
市長のお話しが伺えますので楽しみに
しております。小谷野市長には、お忙
しい中御都合をつけていただきまして
本当にありがとうございます。卓話を
宜しくお願い致します。
浜野君
本日の卓話、狭山市長小谷野剛様、卓
話楽しみに来ました。宜しくお願い致
します。柴田パスト会長、パスト会長
の時間宜しくお願い致します。
寳積君
本日はとても暖かく気持ちの良い日で
す。狭山市長小谷野剛様、ようこそお
いで下さいました。卓話楽しみにして
おります。
小島君
本日の会長の時間柴田パスト会長、お
話し楽しみです。又、卓話の時間小谷
野狭山市長、お忙しい中ありがとうご
ざいます。宜しくお願い致します。
栗原君
小谷野市長様、お忙しい中お越し下さ
いましてありがとうございます。卓話
を楽しみにしています。
宮岡君
小谷野狭山市長さん、本日は御苦労様
です。お話楽しみにしています。
大野君
小谷野市長、外来卓話楽しみにしてお
りました。本日はよろしくお願い致し
ます。
柴田君
狭山市長、ようこそ私達クラブに卓話
の為においでいただきました。宜しく
お願い致します。
清水(武)君小谷野剛狭山市長の卓話を楽しみにし
ていました。
「広報さやま」に掲載され
た「市長施政方針」を読ませて頂き、
県内トップレベルのスピートで実施さ
れたコロナ対策を軸に、令和 4 年度の
4 つのテーマを掲げられ、正に「情熱
一番」の実行力を発揮されています。
いつもありがとうございます。
田端君
狭山市長小谷野剛様、本日はありがと
うございます。どうぞ宜しく、楽しみ
にしております。

渡邉君

小谷野市長、本日は忙しいところあり
がとうございます。よろしくお願い致
します。
小谷野市長、ようこそいらっしゃいま
した。卓話楽しみにしてました。宜し
くお願いします。
パスト会長の時間、柴田パスト会長宜
しくお願い致します。狭山市長小谷野
剛様、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。

◆ 次の例会 ◆
5 月 13 日（金）
第 2 副 SAA：若松会員 東会員
会員卓話：渡邉髙治会員
5 月 20 日（金）
第 2 副 SAA：江原会員 稲見会員
会員卓話：栗原成実会員
5 月 27 日（金）
例会取り止め

