2021～2022 年度

週 報

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』

国際ロータリー
.第２５７０地区

入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢
〔例会場〕ニックス 〒350-1305 狭山市入間川 4-25-3 TEL 04-2954-9595
(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月)
〔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
会長ｴﾚｸﾄ 渡邉髙治 副会長 寳積英彦
幹事 小林奈保絵

会長 菊田邦彦

[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］

第 1299 回

(

6 月 17 日)

例会の記録

皆様のご協力の下、2021-2022 菊田邦彦年度最後の例会を迎えることができました。
会長、幹事をはじめ役員の皆様、委員会の皆様、大変お疲れさまでした。
会員の皆様、一年間ご協力いただきありがとうございました。
点
鐘
合
唱
第２副ＳＡＡ

菊田邦彦会長
四つのテスト
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
17 名

会長の時間

菊田邦彦 会長

出席率
85.00 ％

この一年間、「今日の例会は何人来てくれるか」と毎
回のように心配していたのが一番の思い出です。
お陰様で、出席率がとてもよくてよかったなぁと思って
います。会長に就任してすぐ、コロナで例会が開催で
きなくなり、予定していた事がスムーズにいかず、胃が
痛くなった時もありました。
そんな中でも、新狭山 RC との協賛で行った「中学生
環境作文コンクール」に 150 名もの応募があり、盛大
に表彰式ができたのはなによりでした。
恒例の家族同伴親睦旅行も、コロナの合間に何とか
開催することができました。お花見はできませんでし
たが、何度か夜間例会もできましたので、少しは盛り
上げることができたのかなぁと思っています。
1 年間、皆様のご協力の下、なんとか会長職をさせて
いただけたことはとても有難く、益々ロータリーが好き
になりました。知り合いにも声掛けもさせていただき、
来年度も渡邉会長に協力して会を盛り上げていきた
いと思っています。
ロータリークラブが今後も繁栄するよう頑張りたいと思
いますので、宜しくお願いします。

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 次年度ガバナー予定者について
水村雅啓ガバナーの回答報告
 次年度上期会費納入のお願い

最後の「会長の時間」です。

会員の皆様、次年度上期の会費をお支払い
くださいますようお願いいたします！

受贈会報
 所沢中央 RC
回
覧
 地区事務所より「青少年交換留学生説明会のご
案内」
 青少年を育てる狭山市民会議より「第 40 回狭山
市青少年健全育成大会-少年の主張と記念講演
参加のお願い」
 熊谷東 RC より
「例会場・事務局移転のお知らせ」
 川越小江戸 RC より「電話番号変更のご案内」
 加須 RC より「例会場移転のお知らせ」
 熊谷西 RC より「事務局住所・電話番号変更のお
知らせ」
 ハイライトよねやま

米山記念奨学会個人寄付者へ
感謝状の贈呈

・・・クラブ協議会・・・
■役員・委員長退任挨拶■
クラブ管理運営 宮岡 宏太郎 委員長
親睦活動、出席向上、
プログラムの優秀な委
員長のお蔭で、一年
間とても楽をさせてい
ただきました。これな
ら何年やってもいいと
思っているくらいです。
一年間ありがとうござ
いました。
引 き 続 き 渡 邉 年 度も
やらせて頂きますので、クラブ管理運営の三委員会
に何かご相談がありましたら、私“困った時の宏太郎”
に是非ご相談ください。

親睦活動 佐々谷 悦子 委員長

第 8 回米山功労者

第 1 回米山功労者

東美栄会員

菊田邦彦会員

（米山記念奨学会委員長）

（会長）

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会 < 若松泰誼 委員長 >
「ロータリーの友 6 月号」の紹介
【横組み】
特集 規定審議会
規定審議会から見えてくるロータリーの方向性
（P7-19）
【縦組み】
科学の目で見た海のプラスチックごみ（P4-8）
卓話の泉（P13）
【ロータリーの友】に投稿しませんか
題材は色々！

私の一冊
声
友愛の広場
うちの子（自慢のペット）
ロータリー俳壇・歌壇・柳壇
他
詳しくは、ロータリーの友 HP をご覧いただくか、
事務局までお問い合わせください！

何もわからない私で
すが、皆様のご協力
のおかげで何とか過
ごすことができまし
た。
コロナ禍に一泊旅行
を開催し、温泉とスッ
ポン 料理 を堪能 して
いただきました。夜間
例会も 2 回できました。
落語、マジック、石毛さんの卓話…と、私は何もしない
で皆様にしていただきましたこと、大変申し訳なく思っ
ております。
来年度も親睦活動委員長をやらせていただくことにな
りましたので、皆様のご協力を宜しくお願いいたしま
す。

出席向上 沼﨑 正德 委員長
昨年度の実績を見直
してみますと、およそ
75％、前年とほぼ同じ
で向上していません。
さらに IM や地区大会
においては 3 割程度
しか参加していません。
これでは、出席向上
委員会は全く仕事を
していないと言えます。
困った事です。
昨年度に作成した年度方針を読み返してみますと大
よそ次の通りです。
 会員が出席したくなるような企画が必要




メンバーに対して魅力的な内容を研究する
会長の例会運営方針とそれを具体的にするプログ
ラム委員の企画が大切
当委員会はこれらの具体策に沿って会員に出席を促
すのが仕事であると言っています。もうお分かりだと思
います。例会出席は会の企画の良し悪しによるもので、
出席向上委員会には責任は無さそうだという気持ち
が見え隠れしています。大変困った事です。
正直に言います。例会出席はロータリー活動の根源
であり、全員の責任事項です。理由はともかく都合を
つけて出席して下さい。企画云々は全て言い訳です。
クラブの活動は全員が自ら活動すべきです。ぶら下
がっているだけではいけないのです。クラブはうまく回
転しません。クラブの活力アップに積極的にあるべき
です。その事から世話役として出席向上委員があり委
員長がいるわけです。
以上、大いに反省しております。
この反省を全て次年度の出席向上委員長に重く言い
伝えようと考えています。
ありがとうございました。退任の挨拶を終わります。
実は、来年も私が出席向上委員長。。。。困ったもの
です。

プログラム 柴田 譲 委員長
クラブ管理運営の親
睦活動、出席向上、
プログラムはクラブ活
動の原動力でありま
す。さらに、会長方針
の下、会長、幹事、親
睦活動、プログラム委
員が同じ方向に向か
っていかないと例会
は沈んでいきます。
私はプログラム委員長として、楽しいと思える例会に
する為に、2 ヶ月前から卓話の内容を考えております
が、今年度の卓話は、6～7 割が会員卓話でした。
このような場で話をすることは、ロータリーの会員であ
ることを自覚して頂くためにとても必要なことだと考え
るからです。
来年もプログラム委員長を仰せつかっております。
会員になって良かったと思えるものをどのようにしてや
っていくのかを、会長・幹事と連携をとりながら、重責
を踏まえて頑張っていこうと思っております。

を密にして親睦を図る。慣例に縛られずにチャレンジ
して、やってだめならもとにもどす。出席率を上げるよ
うな例会にする。
ゼロコロナからウィズ
コロナになった今、ま
た元気なクラブになる
よう皆で考えていきま
しょう。
私も、来期は今期以
上に例会に出席した
いと思います。一年間
ありがとうございまし
た。

Ｒ情報・雑誌 若松 泰誼 委員長
一年間、ロータリーの
友を紹介させていた
だきましたが、コロナ
のお蔭で、3 か月分ま
とめて紹介したのが 2
回、2 ヵ月まとめてが 1
回、実働 50％でした。
毎月毎月きちんと見
ていると、結構手抜き
してしまいますが、
3 か月分まとめてになると集中することができます。
ロータリーの友は意外に見応えがあり、それを皆様に
報告しようと一年間頑張りました。
来年も引き続き R 情報・雑誌委員長をやります。
私の紹介が相当よかったので、またやってほしいと言
われたのだと思っていたのですが、今日皆さんのお
話しを聞いて…どうも違ったようです。
来年度もまた宜しくお付き合いください。
一年間、ありがとうございました。

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・米山記念奨学会 東美栄委員長
私も米山記念奨学会
委員長の次年度留任
が確定しております。
さて、早速ですが米
山記念奨学会につい
て３つの誤解がありま
す。

会員増強・Ｒ財団 清水 幸彦 委員長
会員増強はロータリー全体の課題です。我がクラブも
守屋会員が退会、新規入会者なしで今年度が終わり
ました。
会員を増やすには、クラブの活動を外にアピールす
るよう、各委員会は割り当てられた予算を使ってアク
ションを起こすべきだと考えます。
ロータリーの基本である会員同士のコミュニケーション

その1. 米山記念奨学会をつくったのは米山梅吉で
ある。
（正解）米山梅吉の功績を記念して東京ＲＣ
がはじめた事業
その2. 寄付は一口 10 万円である。
（正解）寄付金の下限なし
その3. クラブ会長は米山の寄付が必須

（正解）必須ではない
今後私が近づいてきたら心を開いて財布を開いてど
うぞ宜しくお願いいたします。

また、今年度は RI 会長より、ロータリー奉仕デーのイ
ベントを二つ以上の RC で開催し、ロータリーショーケ
ースに掲載し報告書を提出するよう要請がありました。
タイミングよく新狭山 RC と一緒に作文コンクールを企
画していましたのでそのことを報告しました。

浜野 貴子 ＳＡＡ
私も、来年度引き続き
ＳＡＡを務めさせてい
ただきますので、どう
ぞ宜しくお願いいたし
ます。
私は大変不器用でし
てよく噛んだり、ふい
に言葉がでてこなか
ったりしますので、お
聞き苦しいところがあ
ったと思いますが、CD プレーヤの操作も一年かけて
やっと一人で出来るようになりました。皆様のご協力で
なんとか一年間務めさせていただきました。
来年度はもっとスムーズに会を進められるようにした
いと思いますので、ご協力よろしくお願いたします。

小林 奈保絵 幹事
皆様もご経験があると
思いますが、幹事は
連絡係だと思い知りま
した。まず、色々な連
絡事項を皆様にお知
らせします。また、出
来上がった週報の内
容も確認して皆様に
お知らせします。これ
までは頂いても読まな
かったりしましたが、今は目を皿のようにしてしっかり
確認して皆様にお届けしました。
その他、ガバナー補佐からの依頼により『狭山中央 RC
の現状と課題』を会長確認の下提出しました。
国際ロータリー 第 2570 地区
第 3 グループガバナー補佐
和泉 由起夫 様
狭山中央ロータリークラブにおいては、会員数が減少するも、会員
同士が友好的であり、大いなる信頼関係を維持しているクラブであ
ります。
① 奉仕活動として、狭山市内の子供食堂の一つを継続的に支
援しています。自身の畑の一部を提供してくれている会員が
おり、その他の多数の会員が、秋にはジャガイモの種芋を植え、
春には収穫に汗を流し、収穫したジャガイモを子供食堂に贈り、
喜ばれており、市内の子供の貧困対策の一助となっていると
思われます。
② 親睦活動としての旅行も計画され、今後は夜間例会も企画さ
れる事になると思われます。
③ 市内で行われている、青少年を育てるための活動をしている
団体へ微力ながら参加しています。
④ プログラム委員長の活躍で、会員卓話をはじめ、多彩な卓話
を拝聴することが出来ています。
⑤ また、今年度に限って言えば、ベトナムからの留学生が、毎回
の例会に出席してくれており、その交流が顕著であります。
⑥ さて、課題でありますが、なんといっても会員数の減少あるい
は、減少傾向に頭を痛めているところです。本年度は、一人加
入がありました。若い力が必要な事は言うまでもなく、期待する
ところではありますが、困難を極めている状況です。
⑦ 先ずは、減少を食い止めるため、楽しい例会、家族等と一緒
の親睦に努める所存です。
令和 3 年 10 月 4 日
狭山中央ロータリークラブ
会長 菊田 邦彦
幹事 小林奈保絵

以上が、今年度行った主なことです。
また来年も頑張りますので、どうぞ宜しくお願いいたし
ます。

菊田 邦彦 会長
この一年間皆様に教
えていただくとこがたく
さんありました。自分
一人ではできないこと
を、皆さんと一緒にひ
とつひとつこなせてい
けたのが非常に嬉し
かったです。
私は自分の会社が思
うようにならないと、つ
いイライラすることが多かったのですが、ロータリーク
ラブに入って色々な職種、色々な考え方の人達と一
緒に行動することがとても新鮮で、とても勉強になって
おります。ロータリークラブに入ってあぁよかったなぁと
思います。
今回会長をお引き受けした時、この職をどのようにこ
なしたらいいのかわかりませんでした。コロナで企画し

ていたことができなかったことは今でも悔いが残ります。
でも、またもう一度挑戦させていただく機会があったら、
今よりもっと頑張れるかなぁと余計なことも考えたりもし
ました。一年間、ありがとうございました。

6 月 5 日(日)
『米山記念奨学会総会＆2022 学年度新規奨
学生歓迎会』が開催されました

6 月 18 日（土）
じゃがいもを収穫＆こども食堂へ寄付

雨が心配される中、こども食堂へ寄付するじ
ゃが芋掘りを行いました。

（アルカーサル迎賓館川越にて）

渡邉髙治 次年度会長
東美栄 クラブ米山記念奨学会委員長
田端都女子 カウンセラー
そして、奨学生のグエンフォンマイさんが出席しました。

無事、ひまわり倶楽部の井島さんへお渡ししました。

今回参加いただいた皆様、お疲れさまでした！
収穫までの間、栗原成実会員には大変お世話
になりました。感謝感謝です。
ありがとうございました！！！！
（会員参加者 9 名）

菊田君

皆様の御協力を受け、おかげ様で 1 年
間無事に務める事が出来ました。感謝
の心を忘れずにこれからもロータリー
活動一生懸命ガンバリます。
小林君
本日で菊田年度の幹事の仕事終了予定
です。拙い幹事でした事をお詫び申し
上げます。皆様の応援をいただいてや
っとやっと過ごしてまいりました。本
当にありがとう存じました。
東君
菊田邦彦会長、1 年間ありがとうござ
いました。菊田年度とても楽しかった
です！
浜野君
本日は菊田年度最後の例会ですネ。菊
田会長、小林幹事、各委員会の皆様一
年間大変お疲れ様でした。
稲見君
菊田会長はじめ役員の皆様、コロナ禍
の中一年間お疲れさまでした。
小島君
菊田年度最後の例会、会長・幹事はじ
め役員の皆様大変お世話になりました。
ありがとうございました。
宮岡君
菊田会長、小林幹事はじめ役員のみな
様一年間御苦労様でした。コロナで大
変だったと思いますが、楽しい一年で
した。ありがとうございました。
佐々谷君 一年間親睦委員をさせていただいて何
もわからず皆さま方にはご迷惑をおか
けいたしました。ご協力いただいてあ
りがとうございました。
柴田君
菊田会長、1 年間会長職無事に終りお
疲れ様でした。この経験を今後の人生
に活かしてください。
清水(武)君家族例会欠席で申し訳ありません。
2021-2022 年の役員の皆様、1 年間お世
話になりました。
渡邉君
菊田会長、各役員、各委員長の皆様、
一年間ご苦労様でした。渡邉年度もど
うぞよろしくお願いいたします。

◆ 次の例会 ◆
7 月 8 日（金）
第 2 副 SAA：清水(武)会員
クラブ協議会

清水(幸)会員

7 月 15 日（金）
例会取り止め
7 月 22 日（金）
例会臨時変更
家族同伴夜間例会
場所）ニックス
7 月 29 日（金）
例会取り止め

時間）18：00～

