
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

［第 3 グループ内の例会日］ 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(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月

第 1093 回(7 月 12 日)例会の記録  

 
点 鐘    佐藤圭司会長  
合 唱    四つのテスト 

第２副ＳＡＡ 佐々木君 柴田君   

        

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３５名 ２８名 79.41％ 90.63％ 

  会長の時間         佐藤会長 

先日７月９日土曜日、東松

山の国立女性教育会館で行

われた「ロータリー米山記念

奨学部門セミナー」に我がク

ラブの米山記念奨学会委員

長、小室会員と、米山奨学生カウンセラーの東会員

と私との３人で言って参りました。 
2570 地区ガバナーの前嶋修身氏、並びにパスト

ガバナーの加藤玄静氏などの挨拶があり、その後

2570 地区の奨学生 16 名によるスピーチがありま

した。スピーチの持ち時間は 3 分間に決められて

おり、相当に緊張感が高まり、皆さん大変なようで

したが、一言で言うと、とにかく新鮮で一生懸命で

した。そしてロータリーへの感謝の言葉で皆が締

めくくっており、それと日本語が大変流暢なのに

はびっくりしました。その姿に、自然に応援したい

という気持ちになりました。 
 当クラブの奨学生ホロワさんは残念ながら帰国

しており今回は欠席でしたが、またの機会を楽し 

 
みにしております。 みなさんのテーブルにおい

てある資料は、現在 2570 地区の奨学生 16 名の顔

写真と名簿、そして年間カレンダー予定表であり

ます。私もこういうセミナーに出なければ分から

ないことが多数あり、もっと関心を持って皆さま

と色々な問題に取り組んでいきたいと思いました。

私も、正直なところこれまでセミナーの参加に対

して積極的ではありませんでしたが、参加して初

めてたくさんの事に気付かされ、新たな目標やロ

ータリー会員としてやるべき事が明確になるきっ

かけとなりました。 
「こういうセミナーを受けてきました。そして私

はこう感じました」という感想を皆さまに報告し、

セミナーに対して興味を持っていただき、知って

いただくことで、結果的にメンバーの一体感が生

まれるのではないかと思います。そして、大きなイ

ベントとしてＩＭや地区大会などという我がクラ

ブの出席率低下の現状を解消することにもつなが

るのではないかと考えます。 
 私も会長エレクトから現在の会長になるまでの

1 年間で、自分自身の勉強不足を痛切に感じている

今日この頃であります。ロータリーは色々な部門

に分かれてセミナーがあります。セミナーに対し

て面倒くさいとか、仕事が忙しいとか、色々な問題

があるかと思いますが、なぜかしら聴講している

うちに考えさせられることが多々あり、入会して 9
年目になりましたが、改めて自分自身を見つめ返

しているところです。 
 人間はいくつになっても変化すること、聞く耳
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を持つこと、受け入れることができるのだなと感

じております。ですから皆さま、できる限りイベン

トやセミナーに参加しましょう。きっと、フレッシ

ュな感覚と、新しい感動があると思います。 
 

 

  幹事報告                益子幹事 

１. ＲＩ2570 地区ガバナーより会員に対しての

メッセージについて 
２. ロータリー囲碁同好会より「第 15 回全国囲碁

大会」のご案内について。 
３. 夏の交通事故防止運動に係る広報啓発活動の

実施についての依頼について。 
４. 平成 28 年狭山市入間川七夕まつり協賛金に

ついてのお礼状が来ております。 
５. 受贈会報 所沢 飯能 新狭山 所沢西 各 RC 
６. 回覧物  医療法人尚寿会 広報誌 104 号 

バギオだより ７月号 
 年度計画書の正誤表がお手元にあると思いますが、そ

こに付け加えて頂きたいとおもいます。 
30 頁 プログラム委員会 副委員長 柴田譲さん 委員 

松浦法子さんです 逆になっていますので訂正して下さい 

 

・・・・クラブ協議会・・・・ 

          《 就 任 挨 拶 》 
■ 松浦クラブ管理運営委員長 

皆様こんにちは、佐藤会長の

下に一生懸命一年間頑張って

いきたいと思いますので宜し

くお願い致します。クラブ管理

運営では、「地域に根付いたロ

ータリー」をテーマに、地域の方々にロータリーの

奉仕の精神に触れ理解してもらい、皆様の知恵を

頂いて「元気で活気のある活動をする」を目標とし

ます。親睦活動委員会では、会員、家族の方々との

交流を深め、楽しくワクワクするような親睦活動

をしたいと思いますので皆様のご協力を宜しくお

願い致します。 
・・・予定している行事・・・ 

・７月 26 日  家族同伴夜間例会 

   カラオケ大会、じゃんけん大会を予定して

おりますので、500 円玉をご用意下さい。 
・１１月 15～16 日 家族同伴三浦半島一泊親睦旅行 
・１２月 20 日 クリスマス＆年忘れ家族同伴夜間例会 
・１月 24 日  市内２クラブ新春合同例会 
・４月 4 日  親睦ゴルフ＆お花見家族同伴夜間例会 

 

 
■ 浜野公共イメージ委員長 

皆様こんにちは、はじめ

に計画書に私勘違いをしま

して前年度２名の純増と書

いてしまいましたが１名の

減でした、ここで訂正をお願いしたいと思います。 
今年度、公共イメージ委員長を仰せつかりまし

たよろしくお願い致します。 
前年度の栗原(成)委員長には色々とご努力をし

ていただきましたが、やはり公共イメージとは増

強と密接な関係があると思います。私がロータリ

ーに入っていると知り合いの人に話した所、その

友達が小学生の頃交通安全の旗にむさしのロータ

リークラブと書いてあったと話していました。そ

うしたことが地域と密着するということでこれか

らはイメージをよくするには重要ではないかと思

います。 
前年度までは国際奉仕でモンゴルに植樹をして

来ましたがここでひと段落しましたので、今年度

佐藤会長は自分たちの拠点とする地域を見つめ直

したいということで、今非常に問題になっている

子供の貧困を取り上げ、ロータリーでも支援して

いきたいとして、今度その関係の方が卓話に来ら

れてお話しをしてくださるようです。私たちは普

段知る機会がありませんのでそう言う話を聞きサ

ポートをしていくことで、私たちは利益を還元す

るという意味でもイメージをよくすることにつな

がると思います。 
入間川七夕ではブースを用意してその関係の方

たちにも参加していただき少しでも多くの皆様に

ロータリークラブを知って頂き狭山中央ロータリ

ーを発信していきたいと思っています。 
また、狭山ケーブルテレビ、市の広報誌等を活用

して広報活動をしていきます。 



■ 稲見会員増強委員長 

こんにちは、今年度の

会員増強委員長を仰せつ

かりました稲見です、宜

しくお願い致します。 
副会長に若松パスト会

長、委員に小澤パスト会長、吉松パスト会長、宮岡

パスト会長、古谷パスト会長、小幡パスト会長、田

中隆行会員というメンバーでこの一年頑張ってい

きたいと思っています。 
初めに、年度計画書を読ませて頂きます。 

会員減少にある中、当クラブではここ２～３年着

実に会員増強が出来ていると思います。諸事情に

より退会者が出るのも否めないことですが、純増

５名を目標に健全なクラブ運営、クラブ活性化の

ためにも、会員増強委員会だけでなく、会員個々の

問題と認識し、一丸となって目標達成に取り組ん

で参ります。2016 年規定審議会において職業分類

が外され、会員身分の条件が「善良で、高潔性、リ

ーダーシップを持ち、良い評判を受け、奉仕の意欲

のある人」ということになりましたので、入会候補

者の推薦につきましては、会員皆様のご協力を宜

しくお願い致します。 
以前にパスト会長の時間にもお話しさせて頂き

ましたが、増強しないと確実に減っていくのは間

違いありません、一人一人が入れようと心掛けを

持たないと、誰かが入れるからとか、紹介する人が

いないからと一人一人が思っていたら増強は絶対

出来ません、周りの人に声掛けをしなければ入る

ことはありません、今会員が３５名ですが、私のと

きは７名入って５名辞めましたから５名純増とい

うことは８名入れなければいけない訳です。 
会長は地区で堂々と純増５名と胸を張って言い

ましたので、みんなで頑張って８名は最低入れな

ければならないということです。他クラブでは１

～２名といっておりました、今、新狭山では４名位 
増強したそうです。心掛け一つで増強は出来ると

思っています。 
クラブが活性化するには絶対入れなければなり

ません、私がクラブに入会した時の年齢は 40 歳位

でしたが、現在はその年齢位の会員はおりません。 
今後、年々年齢が上っていきますのでこれでは

狭山市のロータリークラブは滅んでしまいます。

減れば減る程どんどん減っていきます、入間はク

ラブ会員が９０名おりますが狭山は５０名で、近

隣と比べても狭山市はロータリーに対して関心が

少なすぎる事です。また、狭山市そのものが、活況

がないということです。建設業等は以前に比べる

と半分くらいになっています、色んな業界の活性

化ができてないからロータリークラブの会員も減

っていくのではないかと考えます。ロータリーが

力を持っていけば街もだんだん活発になっていく

と思います。私が入会した頃は一業種一人でそれ

なりにプライドをもって入った積もりと思ってい

ます。 
最近は職業については何もうたっていないと言

いますが、計画書でも述べましたが、むしろハード

ルが高くなった気がしています、佐藤会長の所感

と方針に、今年度の国際ロータリー会長は「私たち

が目指すのは単にロータリアンの数を増やす事で

はなく、ロータリーによる善き活動をより多く実

現させ、将来にロータリーのリーダーとなれるロ

ータリアンを増やすことです」と述べられていま

す。また、地区ガバナーは残念ながら第 2570 地区

の会員数の減少は止まっていません、会員のみな

さまには悪循環に陥る前に現状を理解していただ

いて、知恵を持ち寄り、新入会員増と退会者減に取

り組んでいただき、元気なクラブを地区全体で作

りましょう。とうたっています。 
大事なことは退会者を防ぐ、声掛けをする、しば

らく休みが続いている会員の状況を知っているこ

とも重要ではないかと思います。一人一人が年度

中に必ず周りの人２～３人には声掛けをしていく

ことが必要と思います。８月には会員増強につい

てクラブフォーラムの時間を頂く事になっており

ますので、その時はまた皆様にお願いしたいと思

っております。 



■ 田端奉仕プロジェクト委員長 

こんにちは、佐藤会長の下、

今年度奉仕プロジェクト委員

長を仰せつかったのですが奉

仕プロジェクトとはどのよう

な活動をするのか良くわからないので、インター

ネットで色々見て、世界と言う言葉が入っており

ましたので理解できないところもありましたが、

こんな形で進めていけたらと私が思っております

のが、佐藤会長の所感と方針に書かれている「地域

に根付いたロータリー」という事をテーマとし、地

域にロータリーを知って頂き、活動をどのように

していくのかが一番大事かと考えました。 
プロジェクト委員長が田端、副委員長に野口さ

ん、職業奉仕委員長に田端、副委員長は佐々木さん、

委員に片山さん、奥富さん、松浦さんという構成で

今年度進めていきたいと思っています。 
ここで計画書を読ませていただきます。 

ロータリアンの団体奉仕活動は個人奉仕の上に成

り立つという発想から、奉仕プロジェクト委員会

は社会奉仕委員会、職業奉仕委員会、そして国際奉

仕委員会、とで構成されるものと考えられます。 
職業奉仕の理念を噛み砕き、個人奉仕に繋げて

もらいたいという想いから、連携して活動できる

事を望む。 
奉仕活動は大切なロータリー活動の一部です。

プロジェクトの成功は達成感や結束が生まれ、よ

り良いクラブの発展になるかと考えております。 
いま、日本は５年前の東日本大震災復興途中の

最中、今年 5/14 熊本県地震発生と先の見えない状

況ですが、個々の力、知恵を出し合い世界平和に向

け活動致したく、各委員会と連携をとり運営致し

ます。ご指導を是非よろしくお願い致します。 
職業奉仕委員会の活動としては ①会員企業、他

の企業訪問 ②経営者の実践卓話という形で取り

組んでいきたいと思っています。 
 
 
 

■ 古谷 R財団委員長 

 今年度財団委員長を仰せ

つかり、先週新年度がスター

トした訳ですが、佐藤会長の

意気込みが素晴らしくこれ

から楽しみにしております。 

 計画書を読み上げさせて頂きます、前年度まで

の３年間、マッチング・グランド方式の「モンゴル

国干ばつ防止プロジェクト」の事業を計画、実行し、

一応昨年度にて終了しました。今年度は新たな事

業として、佐藤会長の所感と方針である子育て支

援、「産後ケア支援プロジェクト」への支援を主と

し、地区補助金の申請をしているところです。人口

減少が問題になっている我が国の現状を鑑み、当

市においても人口減少に歯止めをかけられるよう

な支援方法を考えたいと思います。 

狭山市でも人口が増えれば色々な面で活性化し

てきますので若い世代の人たちに対しロータリー

として少しでも支援していければと思っています

のでどうか皆様のご協力宜しくお願い致します。 

 

 

■ 小室米山記念奨学会委員長 

今年度米山記念奨学委員

長を務めさせていただく事

になりました。よろしくお願

い致します。 

 米山記念奨学委員会としての事業の目的は国際

平和と国際理解の推進であり、日本で学ぶ留学生

を支援する事により、日本人と日本文化を正しく

理解し、将来日本と世界を結ぶ懸け橋として国際

社会で活躍する人材を育てることです。 

① 地区の個人平均目標額は、15,000 円と限定さ

せて頂き、引き続き会員の皆様のご支援をお願

い致します。 

② 特別寄付金 米山功労者 ３名 

 今年度は米山奨学生ホロワさんを当クラブでお

世話させて頂いており、東 会員にカウンセラーを

お引き受けいただいております。私も協力をさせ

て頂きますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

 



■ 江原クラブ研修リーダー 

前年度一年間会長を務め

させていただきましたが、

私にとって大変貴重で有意

義な体験でした。いろいろ

な研修セミナーにも参加い

たしました。佐藤会長もこれから様々な研修に行

かれることと思います、私も会長として自信を持

ってお伝えすることが出来ない位の実績でしかな

かったように感じております。直前会長としての

経験のなかで、どのように一緒に協力をさせて頂

くかそれがクラブ研修リーダーの大きな役目であ

るかと自分は思っております。 

 研修リーダーを務めていくうえでその目的であ

る「会員の減少に歯止めをかける」という事に努め

ていく所存です。 

先程、会長はじめ稲見会員増強委員長、浜野公共

イメージ委員長も当クラブの一番の課題は如何に

して会員を増強していくかとつきるのではないか

と思っております。 

私も自分の会長としての一年間は結果１名の減

少になってしまいました。私は狭山ではあまり親

しくしている方がおりませんが、皆様にもしその

ような方のお話しがありましたら、私も是非とも

同席させて頂き当クラブの事で私が自信を持って

ご説明出来る部分をお話しさせて頂きたいと思っ

ております。 

今年度は早いうちに稲見パスト会長が会長だっ

た時のような会員 40名の大台に乗った時もありま

したように、今年度は純増５名ですので何とか協

力させて頂きたいと思います。 

また、クラブ全体の問題として、更なる運営の充

実を図るためにも、一人一人が過去の経験を活か

しながら方法や対策を再検討し、本来の、ロータリ

ーの精神・行動の原点を再認識する事により「会員

増強」や「退会防止」につなげていきたいと思って

います。 

各委員長もおっしゃっていましたが目標に向か

って頑張っていきたいと思っていますので、皆様

どうかよろしくお願い致します。 

 

 

 
 
                       
     
 
佐藤君 本当に暑い日が続いておりますが皆様お

元気ですか、暑さにめげずに乗りきりま

しょう。今日も宜しくお願いいたします。 
益子君 各委員長の皆様、一緒に佐藤年度を盛り

上げていきましょう。よろしくお願い致

します。 
江原君 例年以上に暑さの厳しい夏になりそうで

すが、皆様体調には充分にお気を付け下

さい。特に佐藤会長には無理をなさらず

に頑張り過ぎないよう、体調管理の程お

願い致します。 
小島君 毎日暑い日々が続いています、水分補給

を忘れずに乗りきりましょう。 
清水君 各委員長の皆様、就任挨拶よろしくお願

い致します。 
会員誕生祝 栗原(憲)君  
夫人誕生祝 田中(八)君 
 
 

 
 
 
 
 

※次の例会     
７月２６日（火）       

家族同伴夜間例会    
１８：３０～     

於：喜代川 
８月２日（火） 
第２副 SAA 田中(隆)君 田中(八)君  
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