
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
［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 1023回(1月 13日)例会の記録 
例会臨時変更 1月 16日(金) 市内３RC新春合同例会  点鐘 午後６時 （於）狭山東武サロン 
                                  ホストクラブ 狭山 RC  
 
※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 
39名 24名 83,33％ 97.14％ 

 
 
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ＲＣ   田口 伸一 

 
開会点鐘  狭山ＲＣ会長     大澤 譲司 
国歌斉唱 、ロータリーソング(奉仕の理想) 
お客様紹介 狭山ＲＣパスと会長  田島 貴 
会長の時間 狭山ＲＣ会長     大澤 譲司 

 新狭山ＲＣ会長    伊藤 宣明 
      狭山中央ＲＣ会長   稲見 淳 
幹事報告  狭山ＲＣ幹事     田中 滋晃 
      新狭山ＲＣ幹事    田口 勇男 
      狭山中央ＲＣ幹事   江原 伸夫 
閉会点鐘   狭山ＲＣ会長     大澤 譲司 
 
 
  会長の時間         稲見会長 
 明けましておめでとうございます。狭山中央ロ

ータリークラブの会長を務

めさせて頂いております稲

見です。よろしくお願い致

します。 

 私は念頭に当り、今年興

味のあることを考えました。

それはなにかというと、大

リーグで活躍している田中

将大投手のことです。昨年 13 勝 5 敗したわけです

が、途中肩を壊してしまい、今ひとつと言えば今

ひとつ、良くやったと言えば良くやったというよ

うな成績でしたが、今年は是非肩を良くして頂き、

15～20勝してメジャーのスラッガーを薙ぎ倒して、

日本にはこういう良い投手がいるのだということ

を、アメリカにも知らしめて頂きたい。そしても

う一つ、昨年度ヤンキースを退団した黒田博樹で

す。今年から広島東洋カープへの復帰が決まりま

した。フリーエイジェントになりまして、大リー

グのパドレスからも 21 億６千万で一年契約の申

し出がありました。広島からは 4億円プラス出来

高ということで 17 億強の差額がありますが、それ

を振ってでも自分がお世話になった広島に入ろう

と決意をしたということです。 

 また、昨年 8月 20 日に土砂災害が広島にありま

した。その時に黒田が 10 月 25 日にその現場を訪

れ、若い人たちが泥まみれになって片付けている

姿を見ているとき、その中の人が黒田に気が付き

黒田を取り囲み「今年もアメリカで良く頑張りま

したね」と声を掛けると、「いえ私よりもあなた

方の方がよっぽど頑張ってますよ」と言ったとい

うことで、黒田の男気を感じました。今年 10 勝以

上すると引退は考えないと言っていますので、是

非 10 勝以上頑張って欲しいと私は思います。 

 ロータリー活動ですが、今年度半分過ぎました

が、後半分は地域に根ざした奉仕活動をやってい

きたいと思っています。それと後ひとつ、やはり

会員増強です。私ども前期で 6名は達成しました

が、もう少し増強に力を入れてやって行きたいと

考えています。これも会員皆様のご協力あっての

達成ですので、よろしくお願い致します。 

  

 
 
 
 
 
 
 

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)江原伸夫))副会長)坂本松男) 幹事)江原伸夫)



  幹事報告                江原幹事 
 皆さん明けましておめで

とうございます。狭山中央ロ

ータリークラブの幹事を務

めさせて頂いて 

おります江原です。幹事報告

につきましては、今私ども先

輩の2クラブの方からご報告

がありましたので、重複する

かと思いますので、割愛させて頂きまして、この

場をお借り致しまして、私どもが直接関係してい

ることが一つございますＩＭについてお話させて

頂きます。 

 3月 14日(土)に沼崎ガバナー補佐を中心として

開催されることになっております。会場の方が当

初、狭山市民会館とお話しておりましたが、会場

の広さと、懇親会の会場の広さ等々、思うように

適っておりませんでしたので、会場の変更、内容

の変更をさせて頂くことになります。後程、栗原

実行委員長の方から、ご連絡があるかと思います

が、その節は是非ともご協力をお願いしたいと思

います。特に講演には元西武ライオンズの石毛氏

に来て頂くことになっております。「次の時代を担

う」ということで、若い人たちに向けたメッセー

ジもあるかと思いますので、是非とも皆様には耳

を傾けて頂きたいと思いますので、より多くの方

にご参加頂きますよう、何卒よろしくお願い致し

ます。 

 

 
《 来賓挨拶 》・・・・・・ 
狭山市長（名誉会員）     仲川 幸成様 
 皆様、新年明けましておめ

でとうございます。 
恒例の狭山三クラブの合同新

年会にお招き頂きありがとう

ございます。狭山市は共同の

街づくりという事を進めてお

ります、その中で地援組織と

目的別組織と二つあり、自治会においては地援 
組織、皆様の会は目的別組織と言うことでありま

す。地援組織と目的別組織が一つになり大きな事

業をしたいと思っているのですがなかなか簡単に

はいかないものです。  
今年は地域と一緒にと言うことでお話をして頂

き、現地大学今、新大学を通じてコーディネータ

ーを市がかって出たいと思っておりますので是非

よろしくお願い致します。 
 最近の話題として、先日成人式がありましたが

大体 75%の出席でした。該当人数は 1,544人です
が０歳児は９９２人、２０年間のうち２／３にな

ってしまうのではないかと考えます。極端な話し

ですが少子化、少子化といいますが、どんな風に

とらえているのかと言いますとこれが一つのバロ

メーターではないかと、これから狭山市も１０年

先の計画を立てるのですが現在の所 154,000人で
すが、1万 4千人位減って 140,000人を割ってし
まうのではないかと言う危機感を感じる所です。 
これは狭山市ばかりではなく全国的なものであり

ます。 
今回の補正予算をたてるその中で、消費喚起、

更には生活支援と狭山市は１億 3,500 万円を使い
なさいと言うお達しがあり、市ではそれをどのよ

うに使っていくかを考えております。おそらく国

の指導によって、プレミアム商品券になるのかと

考えておりま過去には２度そうした事を実施して

おりその時は 1割位でしたが、今回は 6割位と言
われると思います。６億円位の商品券これを、中

小企業、誰でも使えるような商品券にしたいと思

っております。決まった訳ではありませんが、そ

んなふうに考えております。地方創生といいまし

て少子化などに対する補助が 7,100 万円ついてお
り、少子化に対する出生祝金、子供のおむつ代な

どにしているようですが、その前に結婚させなく

てはならないのではと考えます。 
先日、自衛隊の隊員 20人とパートナーとなる女
性を募集したところ 198名全国から集まったそう
です、その日は１１組の手応えがあつたらしいで

すがその中でなるべく大勢の人がゴールインして

もらえればいいなあと思っております。これから

もそういった事業を進めていく必要があるかと思

っているところです。 
今年は色々な意味で新たな胎動があるかと思い

ます、市としては新たな芽という目標の中で是非

挑戦する者に対し、育成していこうとする姿勢で

おります。 
それぞれのロータリークラブの活動において又、

2570 地区活動において大変ご尽力を頂いており
ます、皆様に敬意を表しますと共にこれからも尚

一層の発展をご祈念して挨拶に代えさせていただ

きます。 
  
公益社団法人 狭山青年会議所  
            理事長 西山 大輔様 
 新年明けましておめでとう

ございます。 
大澤会長を始めとする狭山ロ

ータリークラブ、稲見会長を始

めとする狭山中央ロータリー

クラブ、伊藤会長を始めとする

新狭山ロータリークラブの会

員の皆様本日はよろしくお願い致します。本日は

市内三クラブの合同例会、新年会が盛大に開催さ

れました事心よりお喜び申し上げます。 
 私は公益社団法人第３５代理事長を務めさせて

頂いております西山大輔、未熟ものではあります

がご挨拶をさせていただきます。 
 ロータリークラブとは人道的奉仕活動を行い、

全ての職業において高度な道徳水準を守り世界に



おいては、親善と世界平和に寄与する団体と聞い

ております。私達青年会議所とは組織構成と活動

年齢に違いはありますが、向いている方向や進む

べき道は同じかと思っております。そして地域に

対して先輩方々が地域の為に活動する姿は私達の

刺激になります心より尊敬の念を申し上げたいと

思います。 
 青年会議所の今年の活動をお話しさせていただ

きます、2007年度の通常総会において大澤歴代理
事長が社団法人狭山青年会議所から、公益社団法

人狭山青年会議所に移行するという方向性を示し

て頂き、あれから１年、1年階段を上り昨年 10月
に公益社団法人狭山青年会議所として新たなスタ

ートをさせて頂きました。本年度一年を通して公

益社団法人格が適用となる重要な礎の年になると

思っております。 
法人格制度を維持する事は大切な事ではありま

すが、公益の精神即ち誰がために人の為に人を思

い、行動すると言う確固たる信念を全メンバーと

育む一年間にさせて頂きたいと思っております。 
結びとなりますが、３ロータリークラブの本日

ご参加の皆様方の益々のご発展とご祈念を申し上

げまして公益社団法人理事長としての挨拶とさせ

ていただきます。 
 
ガバナー補佐挨拶              沼崎正徳様 
 皆様、あけましておめでと
うございます。 
私、ロータリー―の言葉で

言いますと、2014～2015年
度ガバナー補佐という役で

す。年齢は仲川市長と同じと

いう事もあり、是非皆様肩を

張らないで楽しんで下さい。 
私はロータリーとは何かとじっくり考えました。

じっくり考えた結果ロータリーとは、社交クラブ

だと思います。立派な理想も色々掲げております

が、今なかなか後に続いて入って来て下さる人は

そう多くはおりません。西山理事長様も青年会議

所を卒業したら、即ロータリーに入って頂く、こ

れは当たり前だと思っておりますが、ここ暫く誰

一人入って下さる人がないのはどういう訳か? 
これは多分ロータリーが一生懸命自分の理想を追

求するのは悪いことではないが、楽しいことを知

らないのではないかと思います。後半年は楽しも

うと思いました。前半は真面目すぎました。今日

は飲み放題ですので楽しんで下さい。 
 また、3月 14日は IMがあります。場所を変え
た理由は、市民会館は飲食が出来ないので、面白

い会にするにはお酒も飲みたいと思いましたので

ここ狭山東武サロンに変更致しました。当日は是

非皆様のご協力をよろしくお願い致します。 
 
 
 

・・・・・懇親会・・・・・)
 
 

 

 
 

 
 

 
 

新 春 合 同 新 年 会 式 次 第 
        開宴・・・午後六時三十分  
 
開会挨拶 狭山 RC親睦活動委員長 田口伸一 
会長挨拶  狭山ＲＣ会長        大澤譲司 
来賓挨拶 狭山市長              仲川幸成様 
狭山青年会議所理事長      西山大輔様 
ガバナー補佐挨拶        沼崎正徳 
乾    杯 狭山ＲＣパスト会長  露木博夫 
「ギター演奏による歌」 
           ボセスラティーナス 
中〆挨拶  狭山中央 RC会長エレクト 江原伸夫 
大〆挨拶  新狭山 RC会長エレクト  小原 茂 
閉    会 狭山 RC会長エレクト 秋草征志 



※ 次の例会 第 2副 SAA片山君 小林君 
１月２７日(火)  12：30～13：30 
外来卓話  狭山市長 仲川 幸成様 

 ★アトラクション 
『ギター演奏による歌』 

       ボセスラティーナス 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

2014～2015年度 
ニコニコ累計額 1,864,000円 

 
 


