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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、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(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 948 回(5 月 25 日)例会の記録
例会臨時変更

狭山中央 RC 創立 20 周年記念パーティー （於）川越プリンスホテル

実行委員長挨拶) ) ) ) )寳)積)克)彦)
皆さんこんにちは。
狭山中央ロータリーク
ラブ創立 20 周年記念パー
ティーにようこそ ！ 後
程ご来賓の方々もご紹介
させて頂きますけれども、
今日は 2570 地区のガバ
ナーを初め 134 名のたく
さんの皆様に参加して頂
きまして、実行委員一同
本当にテンションが上がっております。
私ども狭山中央ＲＣの創設のコンセプトは｢楽
しいクラブを作ろうよ｣です。コンセプト通り、今
日は三世代に渡って、そしてお孫さんも 30 人近く
参加して頂いています。
今日はパーティーです。パーティーは日本語で
お祭です。多いにみんなで笑ったり、大きな声を
出した、興奮して｢ワッショイ、ワッショイ｣の掛
け声で、心を一つにして行きたい。そしてそれが

これからの狭山中央ＲＣの活動の原動力になるの
ではないか。というように思っております。
また、｢いい風ふくよ｣の通り、中谷会員増強委
員長の凄い熱意で、今日は５人の新しい会員も迎
えることが出来まして本当に嬉しく、若干羽目を
外してしまうかも知れません。でも、20 周年を迎
えた喜びを、皆さんも一緒に体感して頂きたいと
思っております。
それではパーティー・お祭を開催させて頂きます。

会長挨拶) ) ) ) 若)松)泰)誼)
本日は狭山中央ロータリ
ークラブ創立２０周年記念パ
ーティーにようこそいらっし
ゃいました。クラブを代表し
まして深く御礼申し上げます。
私はこの記念すべき年に会長
を仰せつかりました若松でご
ざいます。どうぞ宜しくお願

い致します。
本日はご来賓としまして国際ロータリー第
2570 地区ガバナー鈴木秀憲様を始め、公務ご多忙
の中おいで
頂きました狭山市市長仲川幸成様他、多くのご来
賓の皆様にご来臨頂きました。
また、我々ロータリー会員の心の支えでありま
すご家族の皆様や親愛なるご友人の方々と大勢の
皆様のご参加を頂きました。狭山中央ロータリー
クラブ会員全員で心より歓迎申し上げます。
ロータリーの活動と言いますと、何と言いまし
ても奉仕活動であります。
いろいろな奉仕活動を行っておりますが、その活
動に共鳴して頂いた５人の方に新しく仲間入りし
て頂きました。
年初から数えますと６人の方の入会でございます。
誠に記念すべき年の素晴らしい出来事であります。
我々はこれからも奉仕活動を通じて世の中に貢
献をしていく所存でございますが、これからもご
協力の程
宜しくお願い申し上げます。
さて、今日はこれから大変楽しいアトラクショ
ンがご用意してあります。老いも若きもはたまた
小さい子供さん達も必ずや喜んで頂けるものと確
信しております。本日の主役は家族の皆様であり
ます。どうか時間の許す限り
ごゆっくりとご堪能して頂ければと考えておりま
す。
今日のパーティーを開催するにあたり、何度も
何度も下打合せをして開会までこぎつけて頂いた
実行委員会の
皆様には、この場をお借りしまして心より感謝申
し上げます。ありがとうございました。
最後になりますが、本日ご参加の皆様のご健勝
並びにご多幸、そしてご繁栄を心よりお祈り致し
まして簡単ではございますがご挨拶とさせて頂き
ます。本日はありがとうございました。

ガバナーより頂戴したお花

《)来賓挨拶)》)
国際ロータリー第 2570 地区)
ガバナー) 鈴) 木) 秀) 憲) 様)

改めまして皆さんこんにちは。只今ご紹介頂き
ました今年度 2570 地区ガバナーを務めさせて頂
いております鈴木秀憲と申します。よろしくお願
い致します。
先ずは、狭山中央ＲＣがめでたく２０周年を迎
えたという事、お祝い申し上げます。大変おめで
とうございます。
日頃、皆様方にはし社会奉仕であるとか、国際
奉仕であるとか、沢山の奉仕事業をして頂いてお
りますことに心から敬意を表したいと思います。
さらに地区事業にご協力、ご参加を頂いておりま
すこと、心より厚くお礼申し上げます。
20 周年という事で、私も楽しみにして着ました
が、今年度は周年事業が結構覆いのですが、こち
らの会場に入ってビックリ致しました。非常に華
やかです。以前、公式訪問でお邪魔したときに、
ご家族を大変大切にしていらっしゃると、ご家族
一緒のプログラムが多いということは承知してお
りましたが、本当に小さい子供さんが沢山いらっ
しゃってまして、素晴らしいと思います。初めて
です。いろいろな周年事業に行きましたが、この
ような素晴らしい会に参加でき、良かったと思っ
ております。
公式訪問のときに、いろいろとお話を聞かせて
頂きまして、こちらのクラブは地域との社会奉仕
事業、また、国際奉仕ではネパールでの学校支援
事業等もやっておられます。
今年度に入りまして会長より早速マッチング・
グランドで、モンゴルの干ばつ対策事業をやりた
いということでお話を頂きました。素晴らしい事
業をおやり頂いており、尊敬に値するなと思って
いるところです。
今聞きしたところ、会員が沢山入会して頂く、
会員が入って頂くために、先程会長のお話でロー
タリーの主旨に賛同して入会して入会して頂くと
いうごあいさつがありました。ややもすると、ち
ょっと付き合いで入会するということが良くある
話ですが、主旨に賛同して皆様方がお入りになら
れたということで、本当に素晴らしいことだと思
っているところであります。
20 年を迎えた訳でございますが、狭山中央ＲＣ

は単にロータリー世界だけではなく、地域社会ま
た広域社会におきまして、オピニオンリーダー、
アクションリーダーとしてご活躍頂くことを心か
らご祈念致しまして、簡単ですがあいさつとさせ
て頂きます。本日は誠におめでとうございます。

国際ロータリー第 2570 地区第３グループ)
ガバナー補佐) 平))岡))達))也))様)
皆さんこんにちは、ガ
バナー補佐の平岡と申し
ます。私は入間より参り
ました。狭山市長さんが
お見えになっております
のに、先にご挨拶をさせ
て頂き誠に申し訳ありま
せん。
当クラブの印象という
のは、今日は特にびっくり致しましたが、とにか
く元気のある活発なクラブという印象派もともと
持っておりましたが、会長さんの風貌がそういう
ものを伝わせるのかも知れませんが、素晴らしい
クラブだと、そしてご家族がご一緒に行動される、
モンゴルへ植樹に行かれた時にも、ご家族の方が
たくさん参加されたということでございまして、
ロータリーとは本来、ご家族で行動する、楽しむ
ということかと思いますが、なかなかその機会が
減ってきております。
その中で本当に素晴らしいことだと思っておりま
す。この勢いで、３０周年、４０周年と益々お元
気にご活躍されますことをご祈念申し上げまして
お祝いの言葉と致します。本日は誠におめでとう
ございます。

狭山市長) 仲) 川) 幸) 成) 様)
皆さんこんにちは、今
日は狭山中央ロータリー
クラブ創立２０周年記念
パーティーにお招き頂き
ましてありがとうござい
ます。
平成５年に創立して、
当時はバブルの後であり
ましたが、狭山市の人口
は平成７年が最高で、まだまだ非常に活気のある
ときでありました。
クラブの皆さんには市制のいろいろな分野にお
いて、大変なお力添えを頂いております。特にク
ラブの行事として、ガバナーも申し上げましたが、
東日本大震災の復興支援、あるいはモンゴルへの
環境の面からの植樹、更にネパールの学校建設、
とてもとても私達では考えられない壮大な構想を
持ちながら、いつもしっかりした足取りで進んで
いる、この狭山中央ロータリークラブ、狭山市で
３番目に発足したとはいえ、今や正にボランティ

ア、奉仕のリーダーであります。これから共同の
社会づくり、みんなで地域をまちを良くして行こ
うという時代の先覚者として、更なる発展を期待
しているところでもあります。
２０年といいますと、｢二十歳｣ということであ
りますが、神社にあります旗の脇に出ている物を
｢乳(ち)｣といいますが、それが神社では２０あるそ
うです。それで｢はたち｣の言葉があったそうです。
非常にこの神社社頭にある旗のことを考えても、
今日はおめでたい日だと考えるところでもありま
す。狭山中央ロータリークラブの益々のご発展を
ご祈念申し上げまして挨拶と致します。おめでと
うございました。

《)乾))杯)》)
狭山商工会議所会頭) 清) 水) 武) 信) 様)
只今、ご紹介の通り私
も今お休み中であります
けれども、狭山中央ロー
タリークラブのスタート
からのメンバーでありま
して、狭山ロータリーク
ラブから移ったので、既
に２８年のロータリー歴
があります。その中の２
０年をこちらの狭山中央
ロータリークラブであって、３年前に会頭を就任
した時にあまりにも忙しすぎるので、少しお休み
させて頂いているところでございます。
今日はこの２０周年が楽しく、大勢の方にご出
席頂きまして、これからもっともっと内容の濃い
パーティーが開催されるということで、ウキウキ
しながらいるところでございます。
この２０年間、日本経済も悪かったのですが、
昨年の政権交代以来、少し明るさが見えて来たか
なというところでございます。
狭山中央ロータリークラブも新しい会員が５名
増加して、益々大きく発展できる土壌が整ったの
ではないかと思います。
それでは、今日のパーティーがもっともっと楽
しく過すことを祈念いたしまして、乾杯の音頭を
取らさせて頂きます。
これまでの２０年間と、これからの大きな発展
をご祈念致しまして、併せてご参会の皆様のご健
勝と企業のご発展を祈念しまして、乾杯とさせて
頂きます。
乾) 杯) ！！)

・・・美味しい料理と飲み物で暫くご歓談・・・)

鈴木ガバナーより新入会員へ｢いい風ふくよ｣の
ガバナーバッジを付けて頂きました。

《)中締め)》)
会長エレクト) 栗) 原) 憲) 司) 様)
宴たけなわではござい
ますが、皆さん楽しんで頂
けたと思います。
本日は、ご来賓の皆様、
ご家族の皆様、多数ご参席
頂きまして、この様に賑や
かな２０周年記念パーテ
ィーが出来ましたこと、本
当にありがとうございま
した。狭山中央ロータリークラブの益々の発展に
ご協力頂きますこと、また、皆様方のご健康とご
発展を祈念致しまして、中締めをさせて頂きます。
それでは｢三・三・一｣でご唱和をお願いしたい
と思います。
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