
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
［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 973回(12月 3日)例会の記録 
 

点 鐘     栗原憲司会長  
合 唱     国歌斉唱、奉仕の理想 
第２副ＳＡＡ  小室君、栗原(成)君 
ビジター    東 喜代雄様（新狭山ＲＣ） 
        金強重君（米山記念奨学生） 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
35名 31名 87.88％ 33.33％ 

 

  会長の時間       栗原(憲)会長 
11月 29日（金）に地区大会が開催されました。
会場は所沢市民文化センタ

ー「ミューズ」の大ホールで

行われ、第 1部は「指導者育
成セミナー」、そして午後の

第 2 部では「RI 会長代理と
の昼食会」が行われ、こちら

には会長、幹事が出席を致し

ました。第 3部の「本会議記
念コンサート」では、アークホールで松井直美さ

んが演奏するパイプオルガンのコンサートが開催

され、大変感銘致しました。そして第 4 部の式典
は中井ガバナー指導の下、盛大に行われました。

第 5 部も引き続き式典が行われ、各部門の挨拶、
ガバナーエレクト、ガバナーノミニーの紹介、ま

た次年度の紹介等がありました。 
今日は「千利休」という茶人について、少し紹

介させて頂きます。 
「千利休」は戦国時代に生まれ、侘び茶を大成さ

せた一方で、信長・秀吉に仕えた不世出の茶人で

あります。彼は果たしてどのような生涯を送った

のだろうかということで、記事が載っておりまし

たので少し紹介させて頂きます。 
｢千利休｣は 1522 年、和泉の国、堺（大阪府堺
市）、外国貿易がさかんなこの自治都市に生まれま

した。幼名を与四郎と言い、生家は魚問屋を営ん

でおり、『魚屋
と と や

』という屋号だそうです。当時は室

町幕府が衰退し、各地の武将が覇権を争う下剋上

の世の中になりつつありました。いわゆる戦国時

代で、時代がダイナミックなうねりを見せるなか

で、利休は生涯をすごしました。ちなみに利休が

生まれた 12 年後に織田信長、15 年後には豊富秀
吉が誕生しておりまして、戦国時代の覇者である

この 2 人こそが、利休の人生を左右することにな
ったそうです。 
利休が茶の道に入ったのは 17歳の時といわれ、
最初の師は、堺で一流の茶人といわれた、北向道

陳です。19歳の時にこの道陳に紹介された武野紹
鷗にも師事します。紹鷗は茶の湯の美学を追求し

た侘び茶の先駆者であり、利休はのちにその侘び

茶を大成させることになりましした。 
利休が茶人として史料に顔を出すのは 23 歳の

時、当時用いていた「宗易」の名前で茶会を開催

した記録が残っています。1544年の事ですが、そ
の後は特に目立った動きはなく、茶人としての修

業を地道に積んでいたのだそうです。当時はすで

に家督を継いでいたので、家業にも精を出してい

たようです。 
彼が歴史の表舞台へ登場するのは 50 代になっ

てからのことで、その舞台をあつらえたのが織田

信長です。信長は天下統一を進める課程で、堺を

抑えにかかりました。堺は外国へのルートが開か

れていた街で、南蛮銃も扱っておりました。堺を

支配下に置くことは、戦略的にも極めて重要だっ

たのです。さらに信長は茶の湯を政治にも活用し

ておりました。当時の堺は茶の湯のメッカで、利

休と共に「三大宗匠」と呼ばれる今井宗久や津田

宗及を筆頭として多くの茶人がおり、その堺に信

長は強引にアプローチをしたのでした。茶人が多

かった堺の豪商たちに莫大な軍資金を要求し、高

価な茶道具を買い集める「名物狩り」も行われて

いました。信長の強引なやり方に堺の豪商たちは

反発しましたが、むしろ信長と仲良くなった方が

良いと考えた者たちもいたそうです。宗久と宗及、

そして彼らと親交のあった利休は、信長に気に入

られたようで、その後利休は彼の茶頭を務めるよ

うになりました。 
秀吉との蜜月時代を経て劇的な最後を迎えると
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いうことで、あとは皆さんご承知の通りの生涯を

送ります。利休は当時住んでいた京を追われたあ

と、秀吉に切腹を命じられます。なぜ死を強要さ

れたのかは定かではありませんが、決定的な何か

があったのではなく、秀吉との間に生じた小さな

感情の食い違いが積もり積もったあげくに決壊し

たと考えられます。死を命じられた時、利休は申

し開きも嘆願もしなかったということです。彼に

とって、それはおそらく美意識に反するものだっ

たのではないかと、書かれております。 
 
 
 

  幹事報告                宮野幹事 
(定例理事会)次の件が審議・承認されました。 
(1) 12・１月プログラム承認 
(2) 家族同伴日帰り旅行日程の承認 
 
1. 第３回第３グループ会長・幹事会について 
2. 第５回派遣学生オリエンテーション開催につ
いて 

3. 歳末さすけあい募金への協力依頼について 
4. 狭山青年会議所、新年賀詞交歓会について 
5. 入間基地、新年賀詞交歓会について 
6. 例会変更 所沢ＲＣ 所沢東ＲＣ 入間ＲＣ 
       新所沢ＲＣ 
7. 受贈会報 入間南ＲＣ 
 先週、地区役員の仕事で、米山奨学生と一緒に

小川ＲＣに卓話に入って参りました。小川ＲＣは

１２名の会員しかいないのですが、たまたまその

日は８名の出席で、平均年齢 75歳位かなという会
員さんたちが頑張っておられました。今日自分の

クラブに来て、こんなにたくさん人がいて、数が

多いということは非常に楽しく良い事だな思いま

したので、今後ともよろしくお願い致します。 
 
 
 
 

  委員会報告    
親睦活動) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 小島委員長)

先日の家族同伴親睦旅行の収支報告が出来まし

たので、参加者一人当たりのご負担額が出ており

ますので、ご覧になって頂いてご清算をお願い致

します。 

また、年末家族会と３ＲＣ新春合同例会の出席

調べが回っていると思いますが、沢山の方のご参

加をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

[ 青少年交換プログラムについて ] 
         東 喜代雄様（新狭山ＲＣ） 
本日は地区の青少年交換委員として、皆さんに

お願いにあがりました。 
毎年外国から高校生を迎え、こちらから外国に

高校生を送るという交換をしておりますが、今年

は第 43 期となります。第 44 期は 5 人受けて、5
人送ろうという計画を立てましたところ、本当に

久しぶりに、狭山市民が手を挙げました。奥富 791
番地にお住いの、中里梨子さんと言う、現在豊岡

高校 3年生の御嬢さんです。 
私は何年かこの青少年交換に関わり、募集・選

考・面接・オリエンテーション等、色々と行って

おります。8回オリエンテーションを致しますが、
送り出す時は不安で、この子供を日本の高校生の

代表として外国に送って良いのかと思います。し

かし 1 年経って帰ってきますと、同じ人かという
くらいシャキッとして帰ってきます。そして帰っ

てきますと、ローテックスと言って、3～４年間と
若い高校生を育てる役割を果たして頂きますが、

本当に私たちロータリーの力になって下さってい

ます。 
実は今回、狭山ＲＣの佐藤会長の幼稚園を出た

お子さんでしたので、佐藤さんにホストファミリ

ーをお願いした所、1 年間御嬢さんを迎えるとい
うことになるので、とても 1 クラブだけでは無理
だと断られました。そして色々考えた結果、でき

ましたら狭山の３ロータリーでサポートできない

だろうかと考えました。ホストクラブになること

は簡単ですが、自宅に外国人を迎えて、豊岡高校

に通わせるということになりますので、少々犠牲

も伴うことになります。しかし中里さんのお家も

３ヶ月間受け入れて良いとおっしゃっております

し、私もこのようなお話をさせて頂く以上は３ヶ

月引き受けようと思っております。そしてできれ

ば残りの６ヶ月を狭山ＲＣさんと狭山中央ＲＣさ

んで受けて頂けますと、この方は出発することが

できます。ホストファミリーが決まらないと、向

こうも受け入れてくれませんので、本日はこのよ

うなお願いに伺いました。 
青少年交換留学には４Ｄという世界中共通のルー

ルがあります。 
【DRIVE ・DRUG ・DATE ・DRINK】 
高校生がこちらにいる間に、自分で車のハンドル

を持って運転をしますと即日帰国命令、そしてお

酒を飲みますと帰国です。ドラッグは勿論そうで

すし、デートもできないことになっております。

従いまして、扱うには大変扱いやすい状況で、特

に今回は相手方がオーストラリアと決まっており

ますので、オーストラリアの高校生の御嬢さんを

何日間かお願いできないかというご相談をさせて

頂きました。ご協力下さいますように、お願い致

します。 
 
 



・・・・クラブ協議会・・・・ 
≪)年) 次) 総) 会)≫) ) ) ) )

稲見会長エレクト)
2014~2015年度の狭山中
央ロータリーの会長を務め

させて頂きます。宜しくお

願い致します。 
今日は年次総会というこ

とでお時間を頂きました。

主だったことは、役員・理

事の承認です。早いもので

今日は 12月 3日、暮れになりました。栗原年度が
出発したのは 7月ですので、もう 5か月が過ぎて
おります。その間にガバナー訪問があり、大生病

院のフリーマーケット、こちらも天気が良く、大

勢の会員が参加し、大盛況でした。売り上げも 18
万円強ということで、打ち上げも盛大に行い、こ

れはやはり関わっている委員会の人たちの努力と、

会員の協力があってのことだと思っております。

また先日は四万温泉のバス一泊旅行、私もバスに

乗り、会長の挨拶が終わるか終らないか位の頃か

らお酒を飲み始め、歌を聞きながら、本当に楽し

いバス旅行を経験させて頂きました。こちらも親

睦委員会が中心となって、会員、或いは会員の家

族皆が協力したものだと思っております。来年度、

私の年度に入りましても、親睦等このような行事

が本当に楽しいものになるように、皆さんのご協

力を宜しくお願いしたいと思っております。 
今日はまず、皆さんのお手元にお配りした

2014~2015年度の役員理事の表を発表させて頂き、
皆様のご承認を頂かなければなりません。会長に

稲見淳、直前会長は栗原憲司現会長、会長ノミニ

ーに奥富喜平会員、会長ノミニーが決まる経緯を

申しますと、奥富さんが最適だろうということで、

パスト会長会の方から打診をして頂き、そして奥

富さんも熟慮に熟慮を重ねた上で、快くお引き受

け頂きました。パスト会長会と奥富さんには、厚

く御礼を申し上げます。ありがとうございました。

副会長には坂本松男会員、幹事に江原伸夫会員、

SAAに佐藤圭司会員、会計に野口留雄会員、そし
て役員がそのまま右側にスライドしまして、理事

会に入ります。また新たに理事と致しまして、東

雅彦親睦活動委員長、小島美恵子プログラム委員

長、栗原成実公共イメージ委員長、寶積克彦会員

増強委員長、田中隆行職業奉仕委員長、益子伸明

社会奉仕委員長、古谷博国際奉仕委員長、柴田譲

財団奉仕委員長、中谷和美米山記念奨学会委員長

ということで、以上役員と理事のメンバーになり

ますが、こちらでご承認頂きたいと思います。(例
会出席者全員、拍手を持って承認。) 
副幹事に佐藤圭司会員、副 SAAに益子伸明会員、
監査に小澤泰衞会員、小幡直樹会員、クラブ研修

リーダーは栗原憲司現会長です。 
委員会に入りますが、東雅彦クラブ管理運営委

員長、松浦法子出席委員長、高岸陽子会報委員長、

東雅彦親睦活動委員長、小島美恵子プログラム委

員長、吉川千鶴子ゴルフ委員長、栗原成実公共イ

メージ委員長、寶積克彦会員増強委員長、浜野貴

子職業分類委員長、若松泰誼ロータリー情報雑誌

委員長、田中隆行奉仕プロジェクト委員長、田中

隆行職業奉仕委員長、益子信明社会奉仕委員長、

古谷博国際奉仕委員長、小室昭男新世代委員長、

柴田譲ロータリー財団委員長、中谷和美米山記念

奨学会委員長、以上委員長名だけを発表させて頂

きましたが、宜しくお願い致します。 
どのように運営していくかということで、私な

りの希望を持っておりますので、発表させて頂き

ます。 
例会について、現在パスト会長の時間が月 1 回
ありますが、これを廃止し、パスト会長には 30
分卓話をして頂くという方向でおります。私は

常々、パスト会長の時間 10分ではもったいないと
感じていたものですから、パスト会長の皆様には

30分の卓話をして頂きたいと思っております。そ
の代り、これまでの月 1回のパスト会長の時間を、
副会長の時間と致しまして、次年度坂本副会長に

お話して頂きたいと考えております。そして例会

はやはり重要で、皆が参加しなければいけないと

いうことで、私も含め、全員の方に 3 分間スピー
チをして頂きたいと思っております。ロータリー

の基礎は例会にあると思っております。1 時間の
例会が有意義に、楽しく充実した時間となれば、

出席も向上し、また会員増強にもつながると考え

ております。例会とは親睦も深まりますし、是非、

例会を充実していきたいと考えております。 
会員増強、こちらは私が幹事をしていた若松年

度に、中谷委員長の 10名という大号令で 5名が入
会致しました。本当にあの時は 10名ということに
も、そして 5 名実行できたことにも驚きました。
今まで当クラブではなかったことではないかと考

えております。先月には佐々木会員も新たに入会

され、当クラブは今増強の流れが来ていると感じ

ております。寶積先生に委員長になって頂きまし

て、ぜひとも 5 名実行したいと思っておりますの
で、宜しくお願い致します。増強委員長、副委員

長、委員の方を見て頂ければわかる通り、最強の

布陣を敷いておりますので、私も積極的に協力を

致しますが、会員の方にも是非協力して頂きたい

と思います。 
国際奉仕とロータリー財団は、柴田さん、吉松

さん、栗原パスト会長と、色々とマッチング・グ

ランドで苦労をされ、今年 100万円強というお金
が出ることになりました。これをどうしてもうま

く成功させなければなりません。現実樹を植える

わけですので、その樹が育っていないと問題とな

ります。そのため、こちらを確認する業務が非常

に難しいのではないかと、今年行ってみて思いま

した。これから栗原年度で行くわけですが、上手

く行くようにと思っております。 



そして親睦、一番若い東さんに委員長になって

頂きました。夜間例会、親睦旅行は会員だけでは

なく、家族も含めて親睦が図れる良い機会ですの

で、是非今年のような良い企画を立てて頂き、楽

しく親睦が図れればと考えております。 
職業奉仕につきましては、仕事をしっかりとし

ていれば職業奉仕をしていることになりますが、

従来行っていました HONDA見学等、何か旅行の
合間でも良いので、どこか企業見学を企画して頂

きたいと思っております。 
社会奉仕は、大生病院のフリーマーケットとな

ります。今年も上手くいきましたが、だんだんと

慣れてきて、品物の集め方や栗原パスト会長の自

宅で作る料理もスムーズにいっております。何と

しても品物を沢山あつめて、沢山売るということ

が重要だと思っております。そしてそのお金の使

い方を皆で考え、外国へやっているばかりが能で

はないという話もありますので、今度は是非地元

に何か役立つことを考えていければ良いかとおも

っております。 
最後に私の自己紹介をさせて頂きたいと思いま

す。現在 62歳で、狭山に来て 38年経ちます。家
族は私と家内の 2 人で生活しており、嫁さんの顔
を見て、黙っていると怖い、怒っているともっと

怖いという毎日を送っております。孫が 5 人おり
ますが全て女の子で、近くにおりますので、嫁は

娘の孫にべったりで、最近ようやく私から少し目

が離れました。そうした意味では娘が九州からこ

ちらに越してきたことは、私にとって本当にラッ

キーでした。 
ロータリー歴は色々とありまして、1994年吉松

年度に小幡先生の紹介で入会致しました。そして

2003年の小澤会長年度にSAAを務めさせて頂き、
2007年度に休会、2008年度に退会して、2009年
に小幡先生と寶積先生にご紹介頂いて再入会致し

ました。今は非常に楽しいロータリーライフを送

っております。若松年度で幹事を務めさせて頂き

まして、エレクトになった時、若松さんから「稲

見さん、エレクトの 1 年間は本を読まなければな
らないよ。勉強をしないと会長になったときにも

たないよ。」と言われました。しかしまだほとんど

勉強しておりません。これから一生懸命にわか勉

強を致しますので、会長の時間の時に間違ったこ

とを言いましても、是非笑って、訂正はしないで

頂きたいと思います。色々とお世話になりますが、

来年度宜しくお願い致します。 
 
次年度役員あいさつ 
◆奥富会長エレクト 
本当に色々とございました

が、何を言い訳しても始まり

ません。先月の 8 日に島倉千
代子さんが亡くなりましたが、

私島倉千代子さんよりも 1 歳
上で、美空ひばりさんと同年

配の人間でございます。果たして再来年まで臨終

にならずに、気持ちよく稲見さんから引き継げる

かなと、もう 1 年稲見さんにやって頂くことにな
るかもわかりません。先ほどから立派な役員さん

が発表されておりますので、果たして私の年度に

どうなるのかという気持ちでおります。本当に中

身のない人間でございますので、その節は宜しく

お願いしたいと思っております。 
２～３日前の川柳に「年寄、年寄りと思ってい

ないが言われている」とありました。この言葉が

非常に胸をさしました。こうしたことに気をつけ、

これからの人生、来年稲見さんから引き継ぐ時に

元気でいられるように、心から願っております。

宜しくお願い致します。 
 
◆坂本副会長 
皆さんこんにちは。稲見会

長エレクトより、稲見年度の

副会長の任を仰せつかりまし

た坂本です。今年５月に寳積

先生の多大なるご配慮と ご

推薦により再入会させて頂い

てから７ヵ月ほどしか経って

おりませんが、私もこの狭山中央ロータリークラ

ブの創立時から宮岡年度までの１４年間在籍をし、

田邊年度においては幹事をさせて頂いた事もあり

ました。稲見会長エレクトは 過去の経歴も考慮

なされたのかと思いますので、 精一杯己を研鑽

し、皆様のご協力とご理解を得ながら努めてまい

りますので、よろしくお願い致します。 
 
◆江原幹事 
稲見会長エレクトよりお話

を頂きまして、私も稲見さん

の良き妻になろうという決意

を固め、来年度は一生懸命影

の力になりたいと思っており

ます。しかし私が入会してか

らの 6 年間、今まで幹事をされてきた方々を見さ
せて頂きましたが、皆さん非常にしっかりと幹事

という役割を果たされており、私が果たして務ま

るのかどうかと思っております。しかし先ほどか

ら稲見会長エレクト他、皆様も、前もってだいぶ

言い訳をされていたようなので、私もその言い訳

を先にさせて頂きながらも、自分の出来る限り一

生懸命やらせて頂きたいと思います。また諸先輩

方には、何人かの方にお話はさせて頂いておりま

すが、次年度稲見年度の時には委員長等にも新し

く入られたメンバーの方が多く名を連ねておりま

すので、特に会長、パスト会長の皆様方には、是

非とも後ろに回って頂き、我々に色々とお気づき

になった点の助言を頂けたら幸いと思っておりま

す。私も一生懸命務めさせて頂きますので、是非

ともご協力の程宜しくお願い致します。 
 



※ 次の例会  
１２月１７日(火)  例会臨時変更 
 家族同伴年末家族会 点鐘 午後 6時半 （於）喜代川 

                       

◆佐藤ＳＡＡ 
今年度も副 SAA をしてお
りますが、稲見さんからこの

お話を頂き、下準備がしっか

りしており、熱意も感じまし

たので、快く引き受けさせて

頂きました。来年度も頑張っ

ていきたいと思います。 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

 
 
東 喜代雄様（新狭山 RC） 
    本日は、地区青少年交換委員会としてお

邪魔致しました。懐かしい皆さんにお目

にかかって、幸せ感に浸っています。 
栗原(憲)君 新狭山ＲＣ・東喜代雄様、ようこそお

出で下さいました。 
宮野君 新狭山ＲＣ・東様、ようこそお出で頂き

ました。 
江原君 新狭山ＲＣ・東喜代雄様、本日はようこ

そお出で下さいました。どうぞゆっくり

としていって下さい。また、本日はクラ

ブ協議会ですが、次年度の役員・理事・

委員長・各委員の皆様のはご無理をお願

いする事もあると思いますが、ご協力の

程、何卒よろしくお願い致します。 
稲見君 今日は年次総会です。皆様のご協力よろ

しくお願いします。 
吉川君 前回お休みしました。来年は努力致しま

す。 
会員誕生祝 小幡君 奥富君 吉松君 
夫人誕生祝 松浦君 宮野君 小澤君 
結婚記念日 高田君 田中君 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2014～2015 年度役員・理事一覧表 
 

役 職 名 氏  名 

会長 稲 見   淳 

直前会長 栗 原 憲 司 

会長エレクト 奥 冨 喜 平 

副会長 坂 本 松 男 

幹事 江 原 伸 夫 

会計 野 口 留 雄 

ＳＡＡ 佐 藤 圭 司 

親睦活動委員長 東   雅 彦 

プログラム委員長 小 島 恵美子 

公共イメージ委員長 栗 原 成 実 

会員増強委員長 寳 積 克 彦 

職業奉仕委員長 田 中 隆 行 

社会奉仕委員長 益 子 伸 明 

国際奉仕委員長 古 谷   博 

Ｒ財団委員長 柴 田   譲 

米山記念奨学会委員長 中 谷 和 美 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


