
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
［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 962回(9月 10日)例会の記録  
     
点 鐘     栗原憲司会長  
合 唱     四つのテスト 
第２副ＳＡＡ  坂本君、佐藤君 
ビジター    米山記念奨学生 金強重君 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
34名 28名 81.25％ 84.38％ 

 

パスト会長の時間   
               小幡パスト会長)

私は 5 代前に会長をさせて頂きました。その節
は、自分で出来るかど

うかの自信もありま

せんでしたが、なんと

か務めさせて頂くこ

とができました。皆さ

んに感謝をしており

ます。皆さんに会長が

回ってきたときには、

すっきりと受けるこ

とが一番良いと思い

ます。やってみれば、自分のためになるのではな

いかと思います。 
私の時のガバナーは加藤玄静さんという、本庄

のお寺の和尚さんで、特に仏教の心等を良く話さ

れたので、非常に人生観の勉強になったと思いま

す。加藤ガバナーは壇上にあがりますと、今日の

朝、ニュースや新聞で見たことは話すな、ロータ

リーの友を 3 年間読んで話せと言っておりました。
私が会長の時には、ロータリーの友を読み、お話

をさせて頂きましたが、今日は全然読んでおりま

せん。 
2020 年のオリンピック招致に勝利できたこと
を、国民の一人として皆さんと喜びたいと思いま

す。以前は 1964 年で、ちょうど私が大学 1 年生
の時でした。50年前のことははっきりと記憶して
おります。当時はアベベが一番人気であったので

はないかと思います。皆さんも 1964 年には誕生

しておられたのではないかと思いますが、2020年
も一人も欠けることなく、あと 7 年間頑張って一
緒に見たいと思っております。 
招致委員会においては、正直に、決まったのは

猪瀬都知事、安倍総理、選手たち、アナウンサー

のプレゼンテーションであったのではないかと思

います。プレゼンテーションの言葉が IOCの委員
の方に心強く響いて、大差で勝利したのではない

かと思います。当日私は富山のホテルで見ており

ましたが、プレゼンテーションは非常に良かった

です。 
今日は私の郷土の誇りをお話させて頂きます。 
富山は昔、裏日本と呼ばれておりました。太平洋

側が表日本と呼ばれておりましたが、裏日本とは

何か暗いイメージがあるということで、今は全て、

日本海側という呼び名に変わっております。ロー

タリーの方からも、富山の行き方いついて質問さ

れるときもありますが、富山へは勿論飛行機も飛

んでいます。そして汽車でいくならば、湯沢で乗

り換え、東京駅から富山市まで、はくたか号にの

って３時間、川越から富山市まで、高速道路から

は 4時間で行けます。そして 1年半後、新幹線が
金沢まで開設され、東京駅から富山駅までは 2 時
間 7 分、大宮駅からは 1 時間 45 分で行けるよう
になりますので、観光も非常に栄えてくるのでは

ないかと思っております。 
富山県は、住みよい県として過去 10年位は日本
一、もしくはベスト 3 までにリサーチされること
が多いです。これは交通の便、病院の数、持家制

度等から日本一と言われているのだと思います。

交通の便ですが、日本海側から一番海に近い所か

らお話しますと、北陸街道という昔からの道、国

道 8 号線、新大宮バイパスのようなバイパスもあ
り、そして高速道路、そしておまけに、スーパー

農道というものがあります。富山市から富山県の

あらゆるところに、50分位で行けます。また五箇
山という世界遺産の場所がありますが、昔は船で

渡ったりしなければならない、とても行けるよう

な所ではないと思っておりましたが、その五箇山

までも富山市から 50 分程度で行けるようになり
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ました。また名古屋の方にも勿論行けます。 
富山県は真宗王国です。仏教が非常に盛んな所で、

それは 1200年頃、親鸞聖人ならびにその弟子が、
北陸の方へ布教に回ったということで、富山県、

北陸の方は約 70%が浄土真宗ではないかと思いま
す。浄土真宗には西本願寺と東本願寺があります

が、富山県は非常に信仰心が強い所です。各家に

はだいたい仏壇がありますが、子供のときには「そ

んなことをしていたら、仏様に怒られるよ」とい

う教育を受けてきました。そして、「仏様に手を合

わせて謝りなさい」という教育も受けてきている

ので、どちらかというと、富山県の人は、道徳心

も強いのではないかと思います。 
2~3 年前に、給食費を払わないということにつ

いて騒がれたことがありましたが、最もきちんと

払う県は富山県でありました。このように道徳心

が強く、そして隣の家とも付き合いがある、人情

の厚い所であると思います。 
 
 

  幹事報告                宮野幹事 
1. 秋の全国交通安全運動・広報啓発活動、協力
依頼について 

2. 第 4 回青少年を育てる狭山市民会議理事会開
催について 

3. 受贈会報 飯能ＲＣ 
4. 例会変更 飯能ＲＣ 
 先日、毎年恒例の米山奨学生と一緒に、米山梅

吉翁のお墓参りを兼ねた研修旅行に行って参りま

した。 
 
米山記念奨学生          金強重君 
２週間前に、内定者の集

まりに行ってきました。内

定を頂いている会社・株式

会社ブリックスについて、

少しご紹介させて頂きま

す。新宿に本社があり、従

業員は約 270人、出来て 3
年の会社です。事業内容と

しては、主に 5ヵ国の翻訳と通訳(韓国・日本・中
国・スペイン・英語)をしています。愛知県の大き
な病院の医療翻訳もしており、外国人が手術等を

受けることができるようにしております。また宿

題として、国際裁判の時に、翻訳や通訳を大学生

のアルバイトがしているという現状があります。

しかしそれをもっと専門的に行うべきだというこ

とから、この会社が準備しているところでござい

ます。 
これからも、就職し色々なシステムを学び、自

分の夢である起業に向けて、一生懸命頑張りたい

と思います。 
 
 

  委員会報告    
Ｒ財団) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 柴田委員長)

 マッチング・グラントの件でご報告させて頂き

ます。先日、日本支局より頂きました英文の翻訳

したものを、回覧致しますので、ご覧頂きたいと

思います。そこに補助金額 5,324＄とありますの
で、あれっと思う方がいるかと思いますので、そ

の説明をさせて頂きます。 
マッチング・グラントというのは、私どもの当初

申請から、ＤＤＦと言いまして、2570地区の補助
金を同時に使うというセットになったものです。

ですから、5,275＄というのが、地区の財団の寄付
から拠出されます。それプラス、フレＲＣ側が

100$財団に送り、5,375＄が地区からの補助金と
なり、全部合計すると、10,699＄になります。そ
の合計でマッチング・グラントの事業を行うわけ

です。 
 この英文の翻訳をお願い致しました片岡暎子さ

んは、日本支局で 35年間もマッチング・グラント
他いろいろ補助金について理解を深めている方で、

今回大変お世話になりました。2770地区川口西Ｒ
Ｃの会長をされておりまして、是非、私どもの例

会に一度お越し頂きたいということで、日程の調

整をし、一応 12月 24日の例会を予定しておりま
す。また、茂木聡様(現地区Ｒ財団委員会・補助金
委員長、本所ＲＣ)と松本光司様（現地区Ｒ財団委
員会委員長、坂戸さつきＲＣ）にもお越し頂こう

と考えておりますので、よろしくお願い致します。 
 
 
社会奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 佐藤委員長)

7 日の土曜日に、坂戸の市民文化会館での社会
奉仕セミナーに参加してまいりました。新狭山ロ

ータリーと入間南ロータリークラブの方の社会奉

仕活動の報告が 30分位続きまして、近くの新狭山
ロータリークラブは、しっかり社会奉仕活動で

色々なことを行っていると、非常に勉強になりま

した。 
言われましたことは、2570 地区で｢さきたま古
墳」の世界遺産登録を頑張りましょうということ

でした。皆様にご協力やお手伝いの連絡がくると

思います。2 つ目と致しまして、アイバンク登録
について、これが非常に少ないということで、当

クラブにも卓話に呼んで下さいと言われました。   
最後にブライダル委員から、ブライダルの方も活

動をしているという報告がありました。 
このようなことで、2時間 30分に及ぶセミナー
を受けてきましたこと、ご報告致します。 
そして社会奉仕と致しましては、あと 1 ヶ月に
迫りました大生病院でのフリーマーケット、だい

ぶ揃ってはきておりますが、まだまだ品物が薄い

状態ですので、是非とも皆さん宜しくお願い致し

ます。 
 



《イニシエーション・スピーチ》 
松浦法子会員 
私は会社員の夫と大学 3

年生の息子との 3 人家族で
す。主人は損保ジャパンに

務めており、息子は駒澤大

学に通っており、アイスホ

ッケーをしながら、就職活

動をしております。 
私は昭和 31年 9月 9日、

須田家の長女として、2つ違
いの弟と 7つ違いの弟、祖父の 6人家族で育ちま
した。幼い頃の狭山市は、畑が一面に広がってい

て、家では牛や羊、豚を飼っておりました。農業

を営んでおりましたので、暗くなるまで泥だらけ

になって遊んでおりました。 
私が小学 1 年生の時に、一番下の弟が生まれま
した。忙しい両親に代わって、学校から帰ると、

弟の面倒をみるのがとても楽しみでした。高校生

の頃に、養蚕業を始めました。家が忙しかったの

で、食事の手伝い等をしておりました。当時を振

り返ると、貧しかったのですが、笑いの絶えない、

心の豊かな時代を過ごしたと思っております。 
高校を卒業後、狭山市農協の貯金課に勤務致しま

した。初めて出たお給料で黄色いスクーターを買

ったのですが、いつの間にか弟や、弟の友達が使

うようになってしまいました。怒るよりも、仕方

がないかなと思っておりましたが、今考えるとこ

のような兄弟の関係が、今も変わらないスタイル

で、皆さんにも「兄弟って良いですね」とよく言

われます。 
そんな時に、突然の転機が訪れました。農協に

務めて 2年目に、父が突然他界致しました。44歳
でした。私が 19歳に時に悪性リンパ腫に侵され、
宣告 1 ヶ月で他界致しました。突然の出来事に、
そして父の厳しい姿をみた私は、どうしたら安ら

かに天国に行けるかを考え、またその様子を見る

のがとてもつらく、その場から逃げだしたい気持

ちでした。父には病名を伏せておりましたがが、

恐らくすべてを知っていたと思います。それだけ

に、母や私たち兄弟、そして祖父を残して先に逝

く運命を悟っていたかと思うと、今もとても切な

い気持ちになります。祖父もまた、自分の息子が

先に逝く悲しさを思うと、想像もできない、辛く

悲しい出来事であったと思います。生前、元気だ

った頃の父は、私が職場に遅れないように、庭先

で車のエンジンを温め、職場に送っていってくれ

ました。本当にやさしい父でした。親が亡くなる

ということは、こんなに辛く悲しいのかと感じて

おります。 
昭和 56年に父が他界した後、母が父の代わりと
となり、一家を支えてきました。母の希望であっ

た、｢割烹スイ｣を開店致し、宴会が忙しい時には

私もよくお店を手伝いました。私は人が好きだっ

たので、楽しく働いておりました。昭和 59年には

一番下の弟のレストランバーが開店致し、その当

時はバブル全盛期でしたので、とっても忙しく、

手伝うようになりました。 
平成 4年、36歳で息子を出産致しました。何度

か流産を繰り返してやっと生まれた息子でしたの

で、とっても嬉しかったです。名前は諒大と言い

ます。子育てのためにお店を離れましたが、子供

がいても出来る仕事として、下着の訪問販売のシ

ャルレを始めました。人と出会うことで前向きに

なり、物おじしない度胸や、嫌なことがあっても

次の日に持ち込まないことを学びました。息子の

成長に伴い、弟の店にも復帰をし、シャルレの販

売と兼業で現在に至ります。 
息子も今大学 3 年生で、就活をしながら、イキ
イキと目を輝かせ、アイスホッケーをしておりま

す。一生懸命な姿に、元気と勇気をもらっており

ます。私の主人は、いつも穏やかで大らかです。

息子に対して、答えは自分自身で考え、見出せば

良いといっております。今後息子が選ぶ道を、温

かく見守りたいと思います。19歳で最愛の父と別
れた私にとって、息子を見守ることは、父が成し

遂げなかった想いと重なります。父の分も主人と

一緒に息子の成長を見守っていきたいと思います。 
子供の頃から一緒に過ごしてきた弟の店が、30
年目を迎えて、「トレスカーサー スイ」として新
しい店舗となります。トレスとは 3つという意味、
カーサーは集合体、3 つの意味は、「ワイン」「音
楽」「食事」です。お店では「お姉ちゃん」と呼ん

で頂いており、帰るときに「ありがとう」と声を

掛けてもらうことで、喜びを感じ、とても感謝を

しております。 
今回、ロータリークラブのメンバーに入れて頂

き、本当に感謝をしております。ありがとうござ

います。週に 1 度の会合で、また今週も頑張ろう
と、前向きな気持ちや、元気を頂いております。

幼少期から家を手伝い、母の店、弟の店を手伝っ

て参りました。家族という単位から、地域や社会

に向けて、私なりに少しでも貢献できたらと思い、

また、さまざまな業種の皆様と交流を深めていき

たいとも思っております。今までにない学びや築

きを通して成長していきたいです。まだまだ分か

らないことも多く、ご迷惑をお掛け致しますが、

どうか温かく見守って下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「会員卓話」・・・・・・・・ 
青少年奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 東委員長)

こんにちは 

私は、今年の５月まで

東京、杉並から関越道に

乗って、毎日狭山まで通

っていました。 

杉並にまだ家はありま

すが、６月から家族で狭

山ニュータウンに引っ

越してきました。子供た

ちも川越の小学校に転校しています。やはり車で

片道１時間半の通勤はかなり遠く、職場で何かあ

ってもすぐ来られないですし、子供との時間も少

しでも多く取りたかったからです。今は職場まで

１０分なので、時間は有効に使っています。 

今日は、本来高岸会員のイニシエーションスピ

ーチでしたが、日にちが延びたため、 

私が替わりに、青少年奉仕委員会からお話しをさ

せていただきます。昨年７月３日に入会したばか

りですが、本年度青少年奉仕委員会の委員長を仰

せつかったので、わからないことは多々あります

が、とりあえず「委員会の活動方針」を出すよう

に・・という事で、今までのものを参考にして作

らせていただきました。 

｢青少年奉仕とは何ぞや？」から始まり、国際ロー

タリー会長、第２５７０地区ガバナーのお言葉、

また他のクラブの活動等をホームページで調べま

した。全国色々なクラブがあり、クラブごとによ

ってまったく様々です。 

■国際ロータリークラブにおける青少年奉仕委員

会の位置 

 ・ロン＝バートン 国際ロータリー会長より 

 「ロータリーを実践してみんなに豊かな人生

を」 

・国際ロータリー第２５７０地区 中井 眞一

郎ガバナーより  

 私は、ロン＝バートン国際ロータリー会長の方 

針に地区内の全会員が協力し、本年度テーマを実 

践されることをお願いしながら、「継続」「変革」 

「簡素」「充実」のバランスをとった地区運営を目 

指します。 

・ロータリークラブ定款より 

第５条 五大奉仕部門  

５．奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指

導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび

国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と

異文化の理解を深め育む交換プログラムを通

じて、青少年ならびに若者によって、好まし

い変化がもたらせることを認識するものであ

る。 

青少年奉仕は、２０１０年度よりＲＩ規定審議 

会において４大奉仕部門に加わり、５大奉仕部門

になりました。また、今年度より“新世代奉仕”

ら“青少年奉仕”へ名称が変更されました。 

・新世代奉仕入門より 

  「新世代」とは、ロータリー家族の最も若い

世代の人々を指し、その多くは、青少年や若

者を対象としたロータリーのプログラム（イ

ンターアクト、ローターアクト、青少年指導

者養成プログラム［ライラ］、青少年交換）の

参加者たちです。 

さらに、ロータリー・クラブや地区の活動に

参加している奉仕志向の若者たちも含まれま

す。 

おそらく、狭山中央ロータリークラブにおいて

も、次の時代を担う未来のリーダー、 

未来のロータリアンの健全な育成は重要なテーマ

であると思われます。 

さて、栗原会長のお言葉が年度計画書に載って

いますが、当クラブは、一番に「会員増強」、そし

て国際奉仕として「モンゴル、植樹事業の継続」

また社会奉仕として「フリーマーケットによる地

域交流」が中心になっております。 

■狭山中央ロータリークラブにおける青少年奉仕

委員会の方針 

 ・栗原 憲司会長より 

 今年度は、２１年目、会員増強に力を入れて、

充実した会の運営にして行きたいと思ってお

ります。 

 ２０１３年～２０１４年度の活動方針 

１．クラブ管理運営、２、会員増強、３．職

業奉仕、４．社会奉仕、５．国際奉仕、６．

Ｒ財団 米山記念奨学、７．その他 他の各

部門も例年通り継続的に取り組んで行く。 

◎委員会の活動方針 

青少年奉仕委員会は、これからの未来を担う

青少年たち（新世代）のために投資をしていか

なければなりません。 

① 青少年を育てる狭山市民会議への協力を
する。 

② 少年たちによるスポーツ、又は芸術、美
術の振興のための支援協力をしたい。 

③ 経済的に恵まれない若者たちを対象に、
健全育成のための支援活動をするための

事前調査、研究、分析をしていきたい。 

活動方針を考える上で感じましたことは、奉仕

活動費１７１万円の内、年間予算が２万円しかあ

りませんが、青少年奉仕委員会だけで何かをする

という感じではなく、会員増強委員会や奉仕プロ

ジェクト委員会と連携をとり、計画していかなけ

ればならない、ということです。 

■具体的な今後の動き 

・青少年を育てる狭山市民会議への参加 

ａ 狭山市青少年健全育成大会～青年の主張

～(７月１４日 狭山市市民会館)  

ｂ 青少年非行防止キャンペーン(８月５日 

入間川七夕まつり) 

ｃ「家庭の日」ポスター展（9月 24 日～10 月

5 日 狭山市市役所） 



ｄ 狭山市綱引き大会（１１月１０日 狭山

市民総合体育館） 

それぞれの行事に携わることで、少しでも青少

年たちと触れ合い、彼らの育成に役立っていただ

ければ・・と考えます。 

・少年たちによるスポーツ、又は芸術、美術

の振興のための支援活動 

◆狭山中央ロータリークラブの歩みより 

〈スポーツ〉 

２００９年 狭山リトルシニア野球協会へ散水

用発電機２台ポンプ寄贈 

２０１０年 石毛宏典氏講演会「野球を通して

子供たちの未来を考える」〈芸術、美術〉 

１９９５年 市内小学校による四つのテスト

「習字展」の表彰 

１９９５年 市内小中学生による「狭山の環境

について語る」の表彰 

 ２０００年 ｢ふるさと狭山児童絵画展｣表彰式 

 ２０００年～２００９年 狭山児童絵画展協賛 

当クラブの歩みを振り返りますと、スポーツ、

又は芸術、美術といくつかの支援活     

動をしてきました。私もスポーツの中でも、野球

が大好きで、狭山リトルシニア 

チームで短期間でしたが、コーチをやらせていた

だきました。是非とも本年度も 

委員会として何らかの支援が出来れば・・と思い

ます。また、私は美術大学を出ており、美術、芸

術に関しても深く携わりたく思う中で、是非青少

年に支援してみたいと思います。 

今回、２０２０年に東京にオリンピックが招致に

なりました。１９６４年以来、５６年ぶりになり

ます。前回のオリンピックには、私はまだ生まれ

ていませんが、７年後は自分たちの国で、自分た

ちの目の前で見ることが出来ます。スポーツは、

私たちにたくさんの力を与えてくれます。今の中

学生の世代が、世界で戦う日が来ます。 

まさに「青少年たちへの支援がますます必要にな

ってくると思われます。」 

・経済的に恵まれない若者たちの事前調査、

研究、分析 

・奉仕プロジェクト委員会（これからの社会

を背負う子供達のために、私達ロータリア

ンは「青少年の育成」に協力することがテ

ーマ）との連携。 

・あしなが育英会等 

これから、奉仕プロジェクト委員会の栗原パス

ト会長とも、詳しく計画をすすめ、実践していけ

れば良いと思います。 

■「青少年奉仕委員会セミナー」出席予定 （平

成２５年９月２１日） 

今週の土曜日ですが、青少年奉仕委員会セミナ

ーに出席し、勉強してきます。 

私も、現在８歳、６歳の二人の娘がいます。 

青少年と言うには、まだほど遠いわけですが、普

段感じていることは、無理やりやらせたり、また

手取り足取りでしてあげたり、また命令をしてい

るだけでは、かえって自分から遠ざかっていく。

そうではなく、対話をよくし、助言をして導いて

いくこと。 

そして「気付きを持たせていくこと」が大切だ。

という事です。 

青少年への奉仕も同じだと思いました。以上です。 

有り難うございました。 

 

☆各地のロータリークラブにおける青少年奉仕委

員会（参考ＨＰ一部抜粋） 

・壱岐ロータリークラブより 

ロータリアンはそれぞれの地域で、次世代を

担う青少年の健全育成を支援するとともに、社

会奉仕活動への協力をめざし、今期も下記の活

動を実施します。 

１． 島内（小・中学生）スポーツ大会及び

駅伝大会へ協力する。 

２． 社会奉仕委員会と連携し、早朝清掃等

の奉仕活動への参加協力を推進する。 

３． インターアクトクラブの発足の可能

性を検討する。 

・名古屋東ロータリークラブより 

   １．桜花学園高等学校インターアクトクラ

ブに対し、千種、昭和クラブと協力 

し、奉仕活動と有効性支援等の育成を

目指す。 

２．ロータリーアクトクラブ委員会事業に

協力する。 

３．ＲＹＲＡ（ロータリー青少年育成セミ

ナー）事業に協力する。 

４．名古屋市教育委員会に「安心・安全パ

トロールベスト」を寄贈し、青少年育      

成の一助とする。 

５．国際奉仕委員会と強調して青少年交換

プログラムに協力する。 

・大阪難波ロータリークラブより 

  今年度は、新世代月間に「ローターアクト」 

についての理解を深めるためにローターアクト 

の活動内容等について直接メンバーから報告し 

ていただきました。ローターアクトとは、将来 

の日本を背負う人材を育成するために奉仕活動 

や国際親善等の諸活動を通じて知識向上・人格 

向上に励むことを目的とした１８歳から３０歳 

までの青年男女により構成された組織です。 

・新潟ロータリークラブより 

新世代とはこれからの社会を担う３０歳まで

の若い世代の人達のことです。ローターアクト

クラブ、インターアクトクラブ、ライラの各活

動を通じて彼らの成長を支援します。それぞれ

の委員会活動が円滑に進められるよう連携、調

整を図ります。  

 
 
 



※ 次の例会 第 2副 SAA 田中(隆)君 田中(八)君 
９月２４日(火)  12：30～13：30 
外来卓話 米山記念奨学・学友会会長 誉 林 青 容 様 

                 

           
             
 
 

 
 
 
 
古谷君 たまたま他の行事と重なり、数回欠席し

ました。 
奥富君 パスト会長の時間、小幡先生よろしくお

願いします。 
若松君 松浦さん、東さん、卓話楽しみです。頑

張って下さい。 
夫人誕生祝 栗原(成)君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


