2013〜2014 年度)) ) ＲＩ会長)ロン)Ｄ・バートン)

週)報

『ロータリーを実践して)みんなに豊かな人生を』
)))))))))))))))第 2570 地区ガバナー)中)井)眞)一)郎)

国際ロータリー
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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 978 回(1 月 14 日)例会の記録
例会臨時変更
点 鐘
合 唱
お客様

※出席報告
会員数
35 名

市内３ＲＣ新春合同例会

栗原憲司会長
国歌斉唱、奉仕の理想
狭山市長 仲川幸成様
狭山青年会議所理事長 石田達也様

出席者数
26 名

出席率
71.88％

前回修正
93.75％

国際ロータリー第二五七〇地区
狭山市内３クラブ合同例会 式次第
於 ･････ 狭山東武サロン
点鐘 ･･･ 午後六時
ＳＡＡ狭山中央ＲＣ 石川

章

開会点鐘
狭山中央ＲＣ会長
栗原 憲司
国歌斉唱 、ロータリーソング(奉仕の理想)
お客様紹介 狭山中央ＲＣ副会長
高田 虎光
会長の時間 狭山中央ＲＣ会長
栗原 憲司
狭山ＲＣ会長
佐藤 信男
新狭山ＲＣ会長
中村 政俊
幹事報告
狭山中央ＲＣ幹事
宮野ふさ子
狭山ＲＣ幹事
秋草 征志
新狭山ＲＣ幹事
小原
茂
閉会点鐘
狭山中央ＲＣ会長
栗原 憲司

会長の時間

栗原(憲)会長

2020 年の東京オリンピッ
ク招致、富士山の世界文化遺
産、和食の世界無形文化遺産
と、近頃日本の文化が世界に
認められ、大変喜ばしいニュ
ースが続いております。景気
も上向いてきており、今年は
午年なので、上手くいくよう
な 1 年になるよう、頑張って頂きたいと思ってお
ります。

点鐘

18：00

（於）狭山東武サロン

和食が世界無形文化遺産になったことで、当産
地の狭山茶を含めた日本茶が、和食の中の日本茶
として見直されてきているということ、私も狭山
茶を作っておりますので、これから色々と期待し
て良いかと思っております。原発事故で、狭山茶
の産業はかなり下火になってきておりましたので、
ここで話題になったということだけでも、狭山茶
はいくらか上向きになり、それにあやかって日本
の経済も全体的に上がってくれば良いと思ってお
ります。
新年ということでおめでたいお話をさせて頂き
ます。日本には「縁起もの」というものがござい
ます。神様がいっぱいということで「七福神」
、七
転び八起きで「だるま」、福を招く「招き猫」、掃
き清めて福を呼ぶ「箒」
、高く揚げて運気を上昇す
る「凧」、午年にうまくいくように願う「絵馬」、
「福茶」をのんで無病息災、もともとはお年玉だ
ったという「餅」と、新年には縁起ものが欠かせ
なくなっております。またその中で『語呂合わせ』
が面白いので、紹介をさせて頂きます。
【南天】は【難を転ずる】、
【鰹節】は【勝男武士】
とされ縁起ものとなっております。
【合格】は【五
角形の鉛筆】、【五円】は【ご縁を大事にする】と
いうことで、人の縁とかけております。【かつ丼】
は【勝つ】、【フグ】は【福】とかけており、そし
て【ゆずり葉】は【代をゆずる】ということで、
次世代を大切にするという意味があります。
このように、日本語には面白い語呂合わせという
ものがあり、これも縁起ものひとつとなっており
ます。この 1 年も皆さん健康で、商売を繁盛させ、
良い 1 年を送れますように祈念しております。

幹事報告

宮野幹事

1. 次年度ＲＩテーマについて
｛ロータリーに輝きを｝
2. 第 38 期日豪青年相互訪問事業｢オーストラリ
アチーム｣歓迎会について

3. 米山記念奨学生終了式及び歓送会について
4. 米山記念奨学会普通寄付納入について
明けましておめでとうございます。今年もよろ
しくお願い致します。
私は 40 歳の時に狭山中央ＲＣの会員にさせて
頂きました。今年で 14 年、54 歳になります。
14 年間、本当にあっと言う間に過ぎますので、
これからは一年一年大切に過したいと思っており
ます。

合同新年会

式次第
開宴 ･･･

≪来賓挨拶≫
狭山市長 仲川幸成様

午後六時三十分

開会（司会）狭山中央ＲＣ親睦委員長 小島美恵子
会長挨拶
狭山中央ＲＣ会長
栗原 憲司
来賓挨拶
狭山市長
仲川 幸成 様
狭山青年会議所理事長 石田 達也 様
乾杯（挨拶） 狭山中央ＲＣパスト会長 沼崎 正徳
アトラクション
①ＸＫ徒プロデュース
「アリンス」ダンスショーショー
②ベリーダンス
中締め（挨拶） 新狭山ＲＣ会長エレクト 伊藤 宣明
大締め（挨拶）狭山ＲＣ会長エレクト 大澤 譲司
狭山中央ＲＣ会長エレクト 稲見 淳
閉会

司会進行
狭山中央ＲＣ親睦委員長 小島美恵子
皆様、明けましておめでとうございます。
これより合同新年会を開催させて頂きます。私
は司会と進行を仰せつかりました、狭山中央ＲＣ
小島と申します。不慣れではございますが、一生
懸命努めてまいりますので、ご協力をよろしくお
願い申し上げます。

会長挨拶
狭山中央ＲＣ会長 栗原憲司
皆様改めまして、明けましておめでとうござい
ます。これより合同新年会に入らせて頂きます。
本日は市内３ＲＣ合同例会及び新年会を開催に
あたり、大変沢山の会員の皆様のご出席を頂きあ
りがとうございます。
狭山市長・仲川幸成様並びに狭山青年会議所理
事長・石田達也様、大変お忙しいところご臨席頂
きまして、ありがとうございます。後程、ご挨拶
を頂戴したいと思います。よろしくお願い致しま
す。
今日は新年会という事で、楽しい演目を企画し
て頂きまして、小島親睦委員長を始め親睦委員の
皆様色々とありがとうございました。
それでは、合同新年会を、よろしくお願い致し
ます。
)

明けましておめでとうございます。恒例の 3 ク
ラブ合同の新年会にお招きを頂きまして、ありが
とうございます。平素は、会員の皆様には市政の
進展から国際平和まで、非常に幅広い活動をされ
ており、ご同慶に堪えないところであります。
新年に入りまして色々な行事がある訳ですが、
特に私は昨年 1 年間を振り返り、消防の広域化や、
あるいは「さやまっ子緊急メール」というものが
ございます。
「さやまっ子緊急メール」はソフトの
事業で、皆さんにはあまり印象が無いかもしれま
せんが、消防団を召集する時に、消防団参集メー
ルというものを一気に送ることができる組織があ
り、それを災害時に保育所や幼稚園、小学校、中
学校の生徒に直に即座に連絡をし、その答えを学
校に返せるというもので、日本でもかなり有名に
なり、先日は NHK に取りあげて頂きました。
今年は市役所では 1 月 6 日から、手続きの簡素
化等を目指し、市役所 1 階に総合窓口を設けまし
た。手間が省けて非常に良いと、好評を頂いてお
ります。4 月からは今までの元気大学と SACC が
合同となって、市民大学というものを創ってまい
ります。夏になりますと、堀兼給食センターが寿
荘の隣に、新しい工事が始まり、秋になりますと
JA が東京狭山線の所に大型の直売所を作るとい
う話もきております。市と致しましても、市政 60
周年記念事業を 10 月に行う計画をしております。
しかし今狭山市の最大の悩みは、人口の減少であ
ります。昨年 1 年間に 778 人減ってしまいました。
今、平成 28 年度から平成 37 年度までの第 4 次振
興計画がありますが、人口予測をして頂いたとこ
ろ、この 10 年間で 15,000 人減るであろうという
ことで、1 年に平均しても 1,500 人減っていくと
いう予測となりました。少子高齢化という言葉が
当たり前のように囁かれましたけれども、なんと
か減少を食い止める方策はないかということで、
これから色々な面においてイノベーションをして
いかなければいけないと思っております。
狭山市はこの 60 年の間に、農・工・商・住とい
ったものがかなり成熟してしまったと思っており
ます。この成熟の次にくるものが何なのかという
ことになれば、やはり再生ではないかと思ってお

ります。再生へのエネルギー、既にできたものを
再生していくということは、相当なエネルギーが
必要だと思いますが、そうしたエネルギーを蓄え
ながら、次に進むということが必要だと思ってお
ります。
いまアベノミクスということで、まだまだ市の
財政等においては効果が現れておりません。例え
ば法人市民税等においても、昨年度と同月比でま
だ 1 億円は足りないという状況でありますので、
非常に厳しい状況でもあります。しかし雇用環境
は改善されているという情報も入っておりますの
で、今年は雇用から、賃上げから、さらには金利
まで上がってくれば、国民全体が潤っていく中で、
私たちも新たな物への挑戦が元気にできるのでは
ないかと思っている次第でございます。
今年は、市民の皆さんに未来に向かって元気よ
く歩んで行こうということで、
「未来を拓く」とい
う言葉を私の言葉に致しました。どうか未来志向
で、このロータリークラブも益々の発展をされま
すことを心よりお祈り申し上げます。本年も市政
進展のためにお力添えをお願い致しまして、挨拶
と致します。
狭山青年会議所理事長

石田達也様

2014 年度、狭山青年会議所理事長を務めさせて
頂きます。日頃、狭山青年会議所の活動に多大な
るご支援を頂戴致しまして、誠にありがとうござ
います。また本日は３ＲＣさんの合同新年会にお
招き頂きまして、誠にありがとうございます。
自己紹介となりますが、私は株式会社ユースと
いう会社で専務を務めております。今、狭山青年
会議所は 33 名ということで、皆さん OB の方もロ
ータリーさんには多く在席されていると思います
が、近年では最低数のメンバーでのスタートとな
っております。今、仲川市長からも人口の減少の
事、また会長さんからもロータリーメンバーの減
少についてお話がありましたが、我々青年会議所
も全く同じ状況でございます。また狭山青年会議
所とは、卒業した後、例えば商工会の青年部に入
ることもできますが、多くがロータリーさんやラ
イオンズさんに入るという、ロータリーさんやラ
イオンズさんの下部組織のような存在意義もござ
いますので、是非皆様、ご子息や従業員の方がお

られましたら、ご紹介を頂ければと思います。
今週は青年会議所も「賀詞交歓会」ということ
で、今日お越しの方にも多くご来場頂くというこ
とですので、またその時に、私の青年会議所とし
ての所信をお話させて頂きます。
とにかくロータリーさんの活動、一生懸命我々
も出来ることはご支援をさせて頂きますし、我々
の活動に関しても、色々なご指示、ご指導を頂け
ればと思っております。ロータリーさんの今年一
年の活動が成功裏に終わるように祈念させて頂き
まして、挨拶に変えさせて頂きます。おめでとう
ございました。
乾

杯
狭山中央ＲＣパスト会長 沼崎正徳
狭山中央ＲＣの沼崎です。
よろしくお願い致します。私
は今年年男です。72 歳にもう
少しでなります。午年です。
ロータリーというには、なか
なか厳しい組織でございまし
て、入会して 3 年目にはＳＡ
Ａ、8 年目には幹事、9 年目に
は会長、そして 12 年目には上
の組織の役をやれと言われい
ております。
石田理事長、まもなくロータリーにお入りにな
る。先程おっしゃっていた、カブ組織の親分です
から、卒業したらお待ちしております。
では、乾杯の音頭をやります。高々と大きな声
で
かんぱ〜い！！

〔アトラクション〕
★ＸＫ徒プロデュース
「アリンス」ダンスショーショー

★ベリーダンス

会
狭山中央ＲＣ会長エレクト 稲見 淳
明けましておめでとうござ
います。
今日は寳積先生が呼んでくれ
た｢アリンス｣、小島さんが呼ん
でくれた｢ベリーダンス｣、皆さ
ん満足して頂けましたか？
良かったと思います。このよう
に３ＲＣの偉い人ばかり集まって、本当に楽しい
時間過したことは嬉しく思います。
私ども狭山中央ＲＣはの会員は 35 名、来年は寳
積パスト会長を増強委員長に選びまして、新会員
5 名を目指しています。
今日は本当に皆さんのお顔を見て、楽しい時間
を過させて頂きました。これをもちまして、市内
３ＲＣ合同新年会を閉会と致します。ご協力あり
がとうございました。
閉

中締め
新狭山ＲＣ会長エレクト 伊藤 宣明
次年度の伊藤でございます。
よろしくお願い致します。
日本も高齢化社会、うちの会
社も気がついてみたら、私を筆
頭に 70 歳以上の人間もおりま
して、高齢化になっておりまし
た。
若い人がいないと活気が出ないと近頃考えまし
て、色々とやっております。
新狭山ＲＣも新規獲得ということでやっており
ますが、気がついてみると、私が入会した 15〜6
年前は 50 人以上いたのですが、今は 20 人を割る
ような人数になってしまいました。この次期に会
長を受けるという事は非常に大変で、今後何とか
踏ん張ることができるのかと、微力ながらやらざ
るを得ないと思っておりますので、３ＲＣ一緒に
なってこの問題に取り組んだらどうかと考えてお
ります。よろしくお願いします。
中締めということで、３ＲＣの益々の発展と皆
様のご健勝を祈念致しまして、一発で締めさせて
頂きたいと思います。
ご唱和下さい。
よー

大締め
狭山ＲＣ会長エレクト 大澤 譲司
ご指名ですので、大締めを
させて頂きます。
先ずは、狭山中央ＲＣの皆
様、本当に楽しい一時をあり
がとうございました。
私どもの締めはちょっと変
わっております。皆様の健康
と３ＲＣの発展を願って大締めをしたいと思いま
す。
今日の皆様に拍手(パチパチ・・)

最後に
司会進行小島親睦活動委員長
皆様、本日はありがとうございました。至らぬ
点お詫び申し上げます。ありがとうございました。

栗原(憲)君 市内３ＲＣ新春合同例会、ありがとう
ございます。
宮野君 新年３ＲＣ合同例会、楽しませて頂きま
した。親睦委員長様ありがとうございま
した。
江原君 ３ＲＣ合同例会楽しんでおります。アト
ラクションも素晴らしく、皆様喜んでお
られます。小島親睦委員長お疲れ様です。
お骨折りありがとうございます。
稲見君 ３ＲＣの合同新年会、小島親睦委員長、
ありがとう、最高です！
小澤君 狭山ＲＣ，新狭山ＲＣの皆様明けまして
おめでとうございます。本年もよろしく
お願い致します。
吉松君 親睦の皆様、本日はご苦労様です。

よっと！
未来に向って・・・よっし！

※次の例会
第 2 副 SAA 佐藤君
１月２８日(火) 12：30〜13：30
津軽こぎん刺し
貴 田 洋 子 様

柴田君

