
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
［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 999回(7月 1日)例会の記録  
 

点 鐘     稲見 淳会長  
合 唱     国歌斉唱、奉仕の理想 
第２副ＳＡＡ  青山君、東君 
ビジター    米山奨学生 趙 恩恵さん 
※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
34名 31名 96.78％ 86.67％ 

 

 
 
 
 
稲見年度のスタートに先立ち、前年度栗原(憲)会長、
宮野幹事より、襷とバッジが新年度会長･幹事にバ

トンタッチされ、前年度会長・幹事・ＳＡＡ・副

会長に対し、労をねぎらい記念品が贈られた。 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

  会長の時間         稲見会長 
会長就任の所感と方針を、

年度計画書に沿ってお話し

たいと思います。 
今年度の RI 会長は台湾
出身のゲイリー・ホァン氏

です。テーマが「Light Up 
Rotary／ロータリーに輝
きを」です。どういう意味

かと言いますと、会員一人一人がロウソクの如く

輝いてクラブを明るくする、それが地区の明るさ

になり、社会の明るさに伝わっていくということ

だそうです。会員一人一人が存在感をもって輝く

ことが重要ではないかと思っております。 
2570地区の坂本元彦ガバナーは、富士見ＲＣに

所属しております。職業はお医者さんで、白い髭

をはやしており、お医者さんらしい品のある方で

す。今年度の地区のテーマは「ACTION／行動」
ということで、行動してから物を始めようという

ことです。それには研修が重要だと言っておりま

す。 
私は今年、例会の運営と会員増強に力を入れて

いきたいと思います。米山梅吉はロータリーの例

会を人生の道場と言っております。今年度は例会

の重要性を十分に認識し、きめの細かい運営にあ

たっていきたいと考えております。会員お互いが

切磋琢磨し、自己研鑚に育む修練の場です。会員

は事業に従事すべき貴重な時間を割いて例会に参

加する訳で、例会運営にあたるものはそれにメリ

ットを与える義務があります。限られた時間の中

で、有益な情報を効果的に提供していきたいと考

えております。会長の時間、理事、各種の報告、

卓話の一つ一つがロータリー運動の質を高め、感

銘を与え、出席の意味が満たされる例会を目指し

たいと思っております。 
例会ですが、会長の時間は 10分と言われており
ます。私にとって 10分はきついのですが、皆さん
に飽きられないようなお話ができれば良いと思い、

今一生懸命勉強しております。そして第 3 例会の
時に、坂本副会長に、副会長の時間をお願いして

おります。副会長は物知りなので、私の分まで良

い話をしてくれると思っております。宜しくお願

い致します。そして 3 分間スピーチを皆様にやっ
て頂きたいと思います。できれば人となりがわか

るようなことを話して頂ければと思いますが、何

でも構いません。プログラムの脇の方に名前が書

いてありますので、是非それを見て頂き、自分が

いつ頃かということを把握して頂けたらと思いま

す。また従来ありましたパスト会長の時間は、卓

話ということで、30分間お話をして頂きます。そ
して外来卓話ですが、当クラブの外来卓話は非常
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に充実しておりますので、それを継続していきた

いと思っております。地元の企業の代表者に来て

頂き、職業奉仕という意味で卓話をお願いしよう

かとも考えております。 
例会を重視し、幹事、副会長、SAA、役員皆が
その分担を、お互いに情報を共有し、出来る限り

皆様に色々な内容を告知し、例会に臨みたいと考

えておりますので、宜しくお願い致します。 
次に増強について、寶積パスト会長に増強委員

長になって頂きました。ありがとうございます。

若松年度の中谷さん、そして昨年の古谷さんと、

当クラブは本当に増強ができておりますが、会員

が一番多い時はちょうど 20 年位前の 28000 人位
で、今が 16000人位です。それを考えると、増強
については本当に力を入れていかないと、他のク

ラブと同じになってしまうと思い、寶積先生に増

強委員長になって頂きました。その効果覿面で、

ここに小林会員と清水会員を迎え、来て頂くこと

ができました。また 8月 1日位になると思います
が、吉沢さんという男性の方と、肥沼さんという

女性の 2 人に入会して頂くことになっており、来
週の夜間例会にはこのお二人もお招きしておりま

す。そしてもう一人、関心があるという方もおい

で頂けることになっております。とにかくこれも

ひとえに、会員と増強委員長と、皆様が頑張って

くれたおかげで、出足から 4 人の増強ができたと
いうことは、本当に私の年度責務と致しましては、

嬉しいことです。ありがとうございます。ちょう

ど 999回が今回の例会で、パチンコで言えばフィ
ーバーしているということ、これで波に乗り、乗

り続けたまま、来年 6月 30日まで、ちょうど火曜
日で例会ですが、会員増強をしていきたいと思っ

ております。ご協力お願い致します。 
主だったものは、モンゴルの植樹、大生病院の

フリーマーケット（10 月 18 日（土））、もう間も
なくお中元のシーズンになりますので、品物を用

意して頂き、それに備えて頂きたいと思います。 
1 年間、勉強をして頑張っていきますので、皆様
のご協力を宜しくお願い致します。 
 
 
 

  幹事報告                江原幹事 
1. ガバナー月信(7月号)について 
2. 中井ガバナーより地区経費の追加説明並びに
任期末を迎えてのご挨拶について 

3. ガバナーノミニーデジグネートについて 
4. 室伏前ガバナー補佐よりのお礼のご挨拶と会
長幹事会収支報告について 

5. 「ロータリーの友」電子版について 
6. 新所沢ＲＣ、事務所移転について 
7. 国際ソロプチミスト埼玉カメリア、認証 10周
年記念誌について 

8. 埼玉県腎・アイバンク協会総会資料について 

9. 例会変更 所沢東ＲＣ 新所沢ＲＣ  
      所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ 

10. 受贈会報 所沢中央ＲＣ 
11. 年会費納入について 
 
 
米山奨学生の挨拶     趙 恩恵さん 

7月 1日から皆さんにお会いすることができて、
とても嬉しいです。先月は、新規の奨学生関係会

があり、行ってきました。とても大切な時間を過

ごすことができました。 
私の名前は韓国語ではチョ・ウンヘと言います

が、日本語ではオン・ケイとなります。親が色々

な人に私の恩を返してということで付けてくれま

した。狭山中央ロータリークラブの皆さんから、

温かくして頂いたことに、私が返すことができる

ことをどんどん探して行きたいと思います。狭山

中央ロータリークラブの存在こそ、私の元気の元

です。 
 
 
沼崎ガバナー補佐挨拶 
お手元にあります年度

計画書 64頁を開けて下さ
い。ここに色々な組織と名

前が沢山書いてあります

ので少し説明させて頂き

ます。 
ロータリークラブは通

常 RIと言っておりますが、
国際ロータリーというクラブの本部はシカゴにあ

ります。そして世界中に何番地区というものがあ

り、私たちの所、埼玉県の南側から西の方にかけ

てが 2570地区、埼玉県の北側の方は 2770地区で
すが、2570地区を 5つのグループに分け、その中
の 3 番目のグループに私たちは属しております。
その中に 12のクラブがあり、狭山中央ロータリー
クラブはその中で一番若いクラブです。それでも

20 年経っており、一番古いと 60 年位経っている
ようですが、その 12のクラブの面倒をみることが
私の仕事です。 
出身は狭山中央ロータリークラブですが、何を

おいてもこのクラブを大切にすることが私の使命

であると考えております。そして、一つ一つのク

ラブとガバナーとの間を、間違いのないように取

次ぐことが私の仕事だと理解しております。 
何をおきましても、新しい稲見会長が、色々な

形で私をお手伝いして下さることが、本当に有り

難く、これからも頼りにさせて頂いております。 
一年間私も仕事をさせて頂きますので、宜しくお

願い致します。 
)

)

)

)



・・・・クラブ協議会・・・・ 
≪ 就 任 挨 拶  ≫ 

稲見会長)

先ほど皆さんから沢山ニ

コニコを頂き、ありがとう

ございました。寶積パスト

会長には 50万円も頂き、あ
りがとうございました。皆

さんの声援に負けないよう

に、それに応えられるよう

に例会を充実し、親睦に力

を入れていきたいと思います。そして親睦は、や

はり家族を含めた親睦を心掛けていきたいと思い

ます。おかげ様で、1000 回記念の夜間例会には、
家族が 19名参加して下さいます。 
来週の夜間例会は、東さんの方から説明がある

と思いますが、是非楽しい会となると思いますの

で、乞うご期待して下さい。 
 
 
江原幹事)

私の役目は、稲見会長が

どういう方向で進むのか、

またそれを皆さんにお伝え

しながら、皆さんからのご

協力を仰ぐということだと

思っております。精一杯務

めさせて頂きますし、先ほ

ども思っておりましたが、やはり不慣れな点が非

常に多く、皆さんにご迷惑をお掛けすることが出

てくるかと思いますが、是非とも先輩諸氏のご意

見を頂きながら、一つ一つ確実に成果が生まれる

ように、私も皆さんと稲見会長との連携を密に取

れるように頑張っていきたいと思います。 
早速で誠に申し訳ないのですが、私が SAAの時

にもお願いしたことがありますが、この会が始ま

る時には携帯電話をマナーモードに変えて頂きた

いと思います。特にお客様もお見え頂いている時

に、携帯電話が音をたてるということになります

と、目や体がそちらの方に向いてしまうという方

がいらっしゃいますので、是非ともマナーモード

に変えて頂くということを切にお願いしたいと思

います。 
今後細かいことを皆さんに申し上げることもあ

るかと思いますが、是非ともご指導頂きながら私

も務めていきたいと思いますので、今年度一年、

是非とも宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

坂本副会長)

稲見さん会長ご就任、誠

におめでとうございます。

平素から敬愛させて頂いて

おります、 稲見会長の下

で、副会長の任を務めて参

ります坂本です。 
早速ですが、二点ご理解と

ご協力をお願いしたい事項がございます。 
先ず一点目が、過去からの慣例になっておりま

す、お客様紹介の件ですが、従来通りご紹介をさ

せて頂きますが、そのお越しになられた、お客様

が例会終了後に、お帰りになる際に、SAAよりの
ご案内で誠に恐縮ですが、ご起立頂いて拍手を持

ってお見送りをさせて頂くよう、稲見会長の 方

針でもありますので、ご協力をお願い致します。 
二点目は、八年程前の宮岡会長が取り入れまし

た、会長の時間の、一ヶ月に一回、パスト会長さ

ん方にお願いしておりました、会長の時間を、稲

見年度は副会長が、担当するよう依頼がありまし

たが、ＰＥＴＳ等の教育を受けていない副会長が

担当することは、規則に抵触していないか、 私

自身疑問を持ちましたので、予め 2570 地区の事
務所、更に国際ロータリー日本事務局に、問合わ

せした結果以下の回答がありました。定款と手続

要覧には、そのような規則はないということと、

各クラブの細則に、会長の時間を副会長が、行っ

てはいけないということがなければ、その年度の

会長の方針等で、副会長に依頼があれば、担当し

ても良いという事でしたので、いずれの規則にも

抵触しておりませんので、稲見年度は副会長が、

担当することになりましたので、貴重な時間が無

駄にならないように、 私なりに努力をし、お話

しをさせて頂きますので、ご理解を賜りたいと思

います。 
先程、稲見会長の就任挨拶の中で、縷々述べられ

ましたような、充実した中味のある、楽しいクラ

ブライフが送れるよう、その実現に向け執行部の

一員としても、一生懸命努力をして参りますので、

会員の皆様を始め、事務局の斉木さん、そして例

会場としても、お世話になります、東武サロンの

スタッフの皆様方の切なるご協力を、重ねてお願

いを申し上げまして、就任の挨拶と致します。 
 
 
奥冨会長エレクト)

稲見年度の間に、一生懸

命稲見さんに習って勉強

していきたいと思います。

そして次年度は、稲見さん

の素晴らしいスタッフと

同じような方々の協力の

下で、ロータリーを楽しい

会にしていきたいと思っ

ております。 



私は年も年なので、果たして皆さんのハートを射

止めて引っ張って行けるのか等、人見知りをする

ようなところもございますので、心配もしており

ます。しかし皆さんと仲良く、役目を果たせれば

よいと思っております。宜しくお願い致します。 
 
 
佐藤ＳＡＡ)

稲見年度のことを一生懸

命やらせて頂きたいと思い

ます。SAAは特に司会進行
ということですので、この

例会がスムーズに進むよう

に、皆様のご協力の下、一

生懸命やらせて頂きますの 
で、宜しくお願い致します。 
 
 
東クラブ管理運営委員長)

クラブ管理運営委員会

と致しましては、このクラ

ブを魅力あるクラブにす

る、また元気なクラブ作り

をするための努力をして

いきたいと思います。 
具体的には、今年度の例

会出席率は平均 90%以上
を目標にしたいと思っております。本日は 96.78%
ということで、非常に際先が良いと思います。前

年度の第 21 期までの内、創立後 6 期まで出席率
90%台を確保しておりましたが、7期から 12期ま
では 85%台、13 期から 17 期までが 70%台後半、
その後は 80%台前半となっております。魅力ある、
特色のあるクラブ作りをしていくことが、出席率

を上げていくことにつながると思います。 
会報委員会については田中委員長を中心に、例

会 1000 回目を節目に、これまでの紙ベースの週
報を 1000 回まで全て CD-R 化する予定にしてお
ります。 
最後に親睦活動につきましては、期待をされて

いるようですが、貴重なお時間を当クラブの大切

な人たちと共有するために、出来る限り家族同伴

をとるような親睦活動をしていきたいと思います。

皆様のご協力をお願い致します。 
一年間宜しくお願い致します。 
 
 
寳積会員増強委員長)

今年は 5 名以上増強する
ということが、まず会長の

目標だということでしたが、

とても運が良く、皆さんに

協力して頂き、7 月 1 日付
けで小林さんと清水さんに

入って頂き、また 8月 1 日

付けで、皆さんの許可はまだ頂いておりませんが、

肥沼さんという女性が入会予定です。KOSE化粧
品の前に、石川さんという前々年度の青年会議所

の理事長の経営されている、訪問看護の所長さん

です。趣味は皆と一緒に食べたり飲んだりするこ

とだそうで、とても素敵な女性です。 
そしてもう一人、吉澤さんという、所沢で塾等を

経営されている方ですが、来週の 1000 回記念の
時に、お二人とも参加して頂けるとの事です。順

調に増強は進んでおります。会長の言われている

ように、もう一人誰かということですが、可能性

的には、まだその倍くらいあるのですが、今一歩

踏み出せないということで、若干苦戦しておりま

す。 
やはり増強と言いますのは、委員長がどうこう

という問題ではなく、クラブのロータリアン全員

が増強スタッフ、或いは増強委員ということで、

会長も、そしてガバナー補佐も当クラブからでて

おりますので、ガバナー補佐もどこへ行っても大

きな顔で皆を指導できるような、そういう形での

増強に力を入れていきたいと思います。皆さん一

人一人がロータリーライフを楽しんで頂き、この

楽しいクラブに是非友達を誘いたいという形で増

強につなげていきたいと思います。ご協力を宜し

くお願い致します。 
 
 
田中(隆)奉仕プロジェクト委員長)

入った以上はできるだけ

頑張ってやっていきたいと

思っております。 
今日は私の知人で小林奈

保絵さん、お仕事は司法書

士をされておりますが、長

年お付き合いをさせて頂い

ております。過去 10年位に
なりますか、当時禁煙運動が流行りまして、日本

禁煙推進医師歯科医師連盟という団体があり、そ

こに私も仕事柄、ドクターとのお付き合いで賛助

会員として入っておりました。色々な禁煙団体の

方たちと接点を持っていました所、小林さんが来

られまして、同じ運動をして、現在に至っており

ます。 
昨年、私がこの素晴らしい狭山中央ロータリー

クラブに、稲見会長の勧めで入会させて頂き、非

常に感激しております。この年になり、なかなか

こうした所に入れるものではございませんし、ま

た機会がなければできないことでしたが、入って

みて素晴らしさ、皆さんの人望がひしひしと伝わ

ってきました。特にこれから、短い私の人生です

が楽しくやっていきたいという趣旨がありまして、

小林さんをお勧めしました所、快く聞いて頂き、

先般寶積先生に色々とお話を伺い、今回に至りま

した。 
私も年になりますと、顔と苗字がなかなか一致



 
※次の例会 

第 2副 SAA 寳積君 石川君 
 
７月２２日(火)  12：30～13：30 

 
外来卓話   
衆議院議員 大 塚   卓 様 

      
    

せず、最近やっとどうにかわかるようになりまし

た。呆けないように頑張りますので、ご指導のほ

ど宜しくお願い致します。 
 
 
柴田Ｒ財団委員長)

7 月 1 日という新しい
年度の最初に当って 96%
という出席率、素晴らしい

ことと思います。 
私、ロータリー財団と致し

ましては、今年度 2年目に
入りまして、私の前のロー

タリー財団のクラブの委

員長さんは吉松さんでございました。吉松さんの

後から 3 年間続けなさいという指導が入りまして、
昨年、今年度の稲見年度、来年度の奥富さんと 3
年間努めさせて頂きます。幸か不幸か、昨年マッ

チング・グランドの成果が得られ、ちょうどそれ

が 3 年間でありますので、3 年間の流れなのかで
しっかり、モンゴルの干ばつ植樹事業を守ってい

きたいと思います。 
そして地区の補助金を申請しましたら、幸い受

かりましたので、2000ドルでございますが、着実
に小室さんの青少年委員会と一緒になって対応し

ていきたいと思っております。 
稲見年度がますます盛運になるように、私も側

面から支援していきたいと思いますので、稲見会

長、宜しくお願い致します。 
 
 
中谷米山記念奨学委員長)

本日稲見会長が、会員が

2名入るということ、また
新たに 2 名が確定してい
るということをお話され

ましたが、私 2 年前に 10
名増強と話しておりまし

たことがやっとここで叶

いましたので、嬉しい思い

で聞いておりました。 
前年度に引き続きまして、米山奨学委員長をお

受けすることになりました。今年度は皆さんに対

して寄付をお願いするようなポストには就きたく

ないと思っておりましたが、残念ながらそういう

訳にはいかなくなりました。委員長と致しまして

は、就任の挨拶のときに、早速 2 名の方から支援
がありまして、気持ちの良い挨拶が出来ると思っ

ております。 
4 月に地区協議会に行きまして、米山の部門委

員長から今年度の方針等を聞いてまいりました。

地区の方針と致しましては、今年度は個人の寄付

を頑張ってほしいということで、各クラブの会員

さん一人の義援金の平均が 20,000 円になるよう
に頑張ってほしいとの要請がありました。 

一方、2570 地区の平均の寄付額が 15,000 円位
だそうです。ちなみに埼玉県ではお隣の 2770 地
区が 22,000 円ということです。、我々のクラブは
ここ何年か米山功労者も出て頂いていますので、

20,000円を超えておりますが、一番高いのは奨学
の理事さんがおられる秩父ロータリー、ここが抜

けております。地区の米山委員長からの要請に、

私も委員長として答えていけるように一生懸命努

力していきたいと思っております。 
今年も 3 つ位方針を掲げさせて頂きました。一
つは米山功労者を 3 名以上ということを、二つ目
に、20,000 円の平均寄付額を達成するためには、
普通の寄付が4,000円なのであと16,000円足りな
いわけです。米山功労者に沢山出て頂ければ問題

解決なのですが、これは任意の寄付ですので調整

するようなものではありません。私はこの寄付は、

クラブ全員で薄く広くするのが良いのではと思っ

ております。今年度はクラブ全員で要望の寄付額

となるように、寄付の方を考えております。三つ

目は、米山記念といいますのは、皆さんに寄付を

して頂かなければならず、そのためには事業をよ

く理解して頂かなければならないということで、

地区の委員長や役員さん、また奨学生の皆さんに

卓話をして頂き、米山に対する認識を深めて頂き

たいと思っております。 
今年一年間、頑張りたいと思いますので、皆さん

のご協力を宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
             
 
 
 
 

 
 
稲見君 今日より狭山中央 RC 会長を務めさせて

頂きます。一年間よろしくお願いします。

小林奈保絵会員、よろしくお願いします。 
江原君 今日より稲見年度の幹事を仰せつかりま

した。不慣れな点が多々あり、皆様にご

迷惑をお掛けする事もあると思いますが、

精一杯努めさせて頂きますので、一年間

何卒よろしくお願い申し上げます。 
浜野君 今年度の夫人誕生祝で、ノエビア商品を

ご利用頂きましてありがとうございます。

親睦委員長の東さんと相談してご家族で

ご利用頂ける商品にしました。 
寳積君 小林さん、本日お休みの清水さん、今日

から中央ＲＣの仲間とし、楽しいクラブ

ライフを共に過しましょう。 
栗原(憲)君 稲見年度の出発おめでとうございま

す。 
栗原(成)君 稲見年度のスタートおめでとうござ

います。一年間楽しいロータリーになる

と確信しています。 
守屋君 稲見年度の発足誠におめでと存じます。 
中谷君 稲見年度のスタートおめでとうございま

す。会長・幹事・役員の皆様、一年間よ

ろしくお願いします。小林さん入会おめ

でとうございます。 
沼崎君 今日から 2570 地区第 3 グループガバナ

ー補佐です。出身クラブ狭山中央ＲＣが

一番大切ですが、一年間、地区の指示で

働くことになります。新会長稲見さんは

最大限の応援を下さるとのことで、非常

にありがたく思っています。よろしくお

願いします。 
奥富君 稲見年度よろしくお願いします。 
小澤君 稲見年度発足おめでとうございます。切

りの良い年度です。期待しております。 
坂本君 稲見年度の下で副会長を務めて参ります

ので、一年間よろしくお願い致します。 
田中君 前年度の皆様、お疲れ様でした。新役員

の皆様、よろしくお願いします。 
狭山中央美女軍団 稲見会長・江原幹事、一年間

よろしくお願い致します。小林様、美

女軍団に入団ありがとうございます。

心から歓迎致します。 
会員誕生祝 栗原(憲)君 
夫人誕生祝 稲見君  田中(八)君 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


