
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
［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 1005回(8月 19日)例会の記録 
例会臨時変更 家族同伴納涼夜間例会  点鐘 午後６時３０分 （於）喜代川 

 
点 鐘     稲見 淳会長  
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
38名 31名 80.56％ 89.19％ 

 

  会長の時間         稲見会長 
  こんばんは。今日は家族同伴納涼夜間例会とい

うことで、皆さんにお集り

頂きました。会員の皆様、

ご婦人方大勢参加頂きま

してありがとうございま

した。今年は何に重点を置

くかと言いますと、やはり

親睦行事を一番の重きに

持ってやって行きたいと

考えておりますので、今日はこのように大勢の方

に出席頂きましてありがとうございます。 

 今、狭山中央ＲＣの現状を言いますと、またこ

こで２人入会希望者が決まりました。理事会を通

して、そして皆様に承認を得て、入会することに

なりますので、ちょうど４０名となります。本当

にこれは凄いことだと思っております。他のクラ

ブでは減ることはあっても、増えることはないで

す。私共このクラブは、今日もご婦人方にこんな

に参加して頂き、本当に嬉しく思っております。 

 今日は暑い夏を吹き飛ばすように、地元の｢貴 

まさし｣さんという歌手を呼んでおりますので、そ

れも楽しんで頂き、暑い夏を吹き飛ばして今宵は

楽しんで頂きたいと思います。 

 
 

  幹事報告                江原幹事 
 後程、皆様に回覧いたしますが、９月９日に中

山恭子先生の卓話を予定しておりますが、若松パ

スト会長、栗原(成)パスト会長のご協力がございま

して、中山恭子先生とお話を頂き、大体 40～50
名ほどお集り頂いて、出来れば１時間ほどお話を

させて頂きたいと、また皆さんと卓話だけでなく

個々にお話できたら幸いです。というようなご希

望があったと伺っておりますので、９月９日当日

には、会員皆様と奥様方にご参集頂きますよう、

是非ともよろしくお願い致します。 
 

・・・・・懇親会・・・・・)
 

司会進行) ) ) 東親睦活動委員長)

 これより家族同伴納涼夜間例会懇親会を開催致

します。 
 今日は狭山台在住の演歌歌手・貴まさしさんに

お出で頂いております。 

 

開宴の挨拶  守屋パスト会長 

大勢のご家族にお目にか

かれて、とっても嬉しく思

っております。 

 ロータリーは皆さんもご

存知かと思いますが、昔か

ら家族を大事にするという

ことがモットーになってい

ると私は理解しており、こ

れまでもしばしば聞いて参

りましたが、家族と一緒に

会をするということは、非常に良いことだと思い

ます。 

 最近は家族というものが、非常におろそかにな

ってきている。夫婦は憲法で「婚姻は両性の合意

にのみ基づいて成立し、・・・」と書いてあります。

他には何もいらないのです。男と女が互いに良い

ですよと言えば夫婦になれる。あと紙一枚、市役

所で貰ってきて判を押せば夫婦になれる。これは

非常に安楽なことですけれども、そんなに簡単に

夫婦になれるなら誰でもなるのかと思うと、そう

はいかない。しかも合意のみで夫婦になった家族

週)報
2014～2015 年度)) ) ＲＩ会長)ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン)

ＲＩのテーマ) 『ロータリーに輝きを』)
地区のテーマ)))｢行動) ACTION｣) ガバナー)坂本元彦)

狭山中央ロータリークラブ国際ロータリー

第２５７０地区

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305) 狭山市入間川 3-6-14)TEL)04-2954-2511 
〔事務所〕〒350-1305)狭山市入間川１-24-48)TEL)04-2952-2277)FAX)04-2952-2366 
            http://www1.s-cat.ne.jp/schuohrc/E－mail:schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 
会長)稲見) 淳) 会長エレクト)奥冨喜平))副会長)坂本松男) 幹事)江原伸夫)



が３組の内１組は必ず離婚しているそうです。簡

単に一緒になれるのですから、分かれるのも簡単

にである。非常に問題である。 

 このままですと日本の社会が、伝統のある立派

な社会がどうかなってしまう。 

 私の子供の頃を思い出しますと、私の父が東京

に出て家庭を持ち、私が生れた訳ですが、時々私

の母親の爺さんが一族郎党を呼び集め宴会を開き

ます。大家族主義ですが爺さんがゴットファーザ

ー的存在で、親睦と結束を誓い合う場所でした。 

 日本国憲法に戻りますが、憲法改正の話が今出

ておりますが、自民党に素案があり、全国で講習

会をやっております。その中で注目したいのが、

第九条の改正と共に、家族を大事にする項目を入

れようということになっております。左翼に任せ

ておきますと、日本国憲法はどこの国の憲法か分

からなく、日本の香りなど全くなくなり国民の意

識もてんでんばらばらのものになります。 

夫婦別姓は国会で否決されましたが、それでも

まだ燻っているようです。そうなりますと社会を

構成する最低単位は一人、そうではなく少なくと

も夫婦二人になって欲しいと思います。 

そのうち各地域で憲法改正の話が始まると思い

ますが、その中に家族条項が含まれてくると思い

ますので、是非それを賛成していただければと思

っております。 

今日は大いに楽しんで頂きたいと思います。 

有難うございました。 

 

 

乾杯  柴田パスト会長 

皆さんこんばんは 

非常にありがたい事に若松年度から１０人位の

新入会員さんが入って来ておられます。同時にい

ろいろな問題を抱えて来るかと思いますが、それ

を皆さんで支えなければいけないということをち

ょっと申し上げたいと思います。ロータリーに入

って良し悪しという判断で見て頂きたいのですが

それは三つございます。 

 まず一つは、会員が多くなると、東日本大震災

の時のような寄付については、相当なお金が出せ

る。一人では出来なくても、多くの人間が集まれ

ば出来る。これが一点です。 

 もう一点は、皆さん事業主ですから、企業に戻

れば比較的自分の意思でいろんなことを展開出来

ると思いますが、ロータリーというクラブに入れ

ば、共通の事業と目的を持って動きますから、一

人一人の皆さんが自分の自己犠牲を必要とするこ

とになる訳です。そういう意味で、今年度の稲見

会長がおっしゃっていました米山梅吉さんお｢例

会は人生の道場である｣まさにそのことを言って

いるのだと思います。今日は来ておられませんが、

宮岡パスト会長も言っておられます。｢人の振り見

て 我が振りかえる｣ この言葉も本当のことだと

思います。私は人間形成の場と思っております。 

 もう一点は、皆さん最初に入ってきた時は、何

も分かりませんので受身でいろんな事を行ってい

く訳ですが、２年位経って段々分かって来ると物

足りなくなって、その時に辞める人が出て来るか

も知れません。それを我々がフォローしなければ

いけないのですが、そのフォローの一つに是非お

願いしたいのは、事業に我々の目的に向かった仕

事に対し、積極的に参加して欲しい。働きかけて

欲しい。与えられているものではない。自分から

率先してやっていかないとロータリーライフは豊

になっていかないと思いま

すので、是非よろしくお願

い致します。 

 堅い話を致しましたが、

今日お集まりの会員皆様及

びご家族の皆様のこれから

の幸多かれをご祈念致しま

して、乾杯！！ 
  

 

≪アトラクション≫ 

地元の演歌歌手｢貴まさし｣さん 

   

新曲【応援歌～明日へ

～】と【くれない】を

含め、５曲を熱唱して

頂きました。 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告  益子第２副ＳＡＡ 

 

 

中締め  栗原(成)パスト会長 

 皆さん大分宴たけなわで

はございますが、中締めと

いうことなので、挨拶と締

めをさせて頂きます。 

 稲見年度が７月に発足し

てまだたったの２ヶ月です。

これから正念場を迎えよう

としています。稲見さんに

今日はエネルギーを注いで、

江原幹事にしっかりサポー

トして頂き、これからいろいろな事業が展開され

ます。先程お話があったように、9 月 9 日には中

山恭子参議院議員が公開例会、あちらこちらに宣

伝して行きたいと思っております。ガバナー公式

訪問、親睦旅行、3月 14 日には我がクラブからお

願いして出て頂いた、沼崎ガバナー補佐のＩＭが

あります。それらを一つ一つクリアーして、しか

も成功裏に導かれますように、会員の皆様、さら



に縁の下の力持ちの奥様方にも協力して頂き、稲

見年度が盛大な成果が上がるように、これから 10

ヶ月頑張って行きたいと思います。 

それでは、３・３・１で締めたいと思います。 

ご唱和お願い致します。  

 

 

大締め  奥冨会長エレクト 

 会長エレクトということ

でご指名を受けております

が、稲見さんが会長職として

突っ走っており、スタッフの

方々も素晴らしく、その後私

はどうしようかと思ってお

ります。 

12 月の年次総会までに、私

が代わりにやっても良いよ

という人がおりましたら、いつでも受け付けます

ので、よろしくお願い致します。 

新入会員の方々は本当に素敵な新しいものをも

っていますから、これからの会を頑張って行って

頂きたいと思います。 

では、一本締め行きます。皆様の益々のご発展

とご健康をお祈り致しまして「隅から隅までずい

ずいっと」 シャン！！ 
 

 

全員で手に手つないで 

 

 

閉宴の挨拶  栗原(憲)パスト会長 

 本日は稲見年度の家族同

伴納涼夜間例会、盛大に開

催されましておめでとうご

ざいました。 
 今年一年、稲見年度が

益々発展しますようにご記

念致しまして、名残惜しい

ですが閉会と致します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
次回例会 ９月２日(火) 

第２副ＳＡＡ 松浦君、宮野君 
 イニシエーション・スピーチ 
   有山幸雄会員 
   清水幸彦会員 
   小林奈保絵会員 

 
             
 
 

 
稲見君 楽しい家族同伴例会、親睦の皆さんあり

がとうございます。楽しいお酒飲んでま

す。 
江原君 本日は皆様お忙しい中、ご参集頂きまし

て誠にありがとうございます。また奥様

方にもご協力頂き、重ねてお礼申し上げ

ます。どうか皆様、今夜は多いに楽しん

で頂きますよう、よろしくお願い申し上

げます。 
 
有山君 貴さん、ありがとうございました。私と

お身内は同じ職場仲間です。これからも

よろしくお願い致します。 
寳積君 楽しい！ 
片山君 夜間例会、楽しくやっています。 
小島君 楽しい夜間例会です。ありがとうござい

ます。 
小室君 貴まさしさん、素晴らしい歌をありがと

うございました。 
栗原(憲)君 楽しい夜間例会、ありがとうございま

した。 
栗原(成)君 活気のあるロータリーはとても楽し

いです。稲見年度に感謝します。 
守屋君 皆様のお陰で楽しい一時を過ごすことが

出来ました。厚く御礼申し上げます。 
沼崎君 今日は、昨日誕生日で一歳年をとった妻

と一緒に楽しんでいます。 
奥富君 夜間例会、会長始めスタッフの皆様、ご

苦労様です。 
小澤君 プログラム委員長ご苦労様です。楽しい

一時をありがとう。 
坂本君 家族同伴納涼夜間例会楽しんでいます。

東親睦委員長ありがとうございます。 
柴田君 大変楽しい夜間例会でした。ありがとう

ございました。 
清水君 初めての納涼夜間例会、楽しく参加させ

て頂きました。 
田中(隆)君 今夜は楽しい集いをありがとう。 
若松君 今夜は楽しい企画をありがとうございま

す。 
吉松君 貴まさしさんを呼んで頂いてありがとう

ございます。彼はこれから上昇の人です．

今後共よろしくお願いします。 
 

2014～2014年度 
ニコニコ累計額 934,000円 

 
 


