
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［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 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 1195回( 10月 2日) 例会の記録 

 

点 鐘     清水幸彦会長 

合 唱     国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  石川会員 稲見会員 
 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

31名 27名 96.43 ％ 96.55 ％ 

 

 

 

 

 

清水 幸彦 会長 

                   

 

 

細淵克則ガバナー補佐をお迎えして             
１０月１６日は茂木正ガバナーによります当クラブへの

公式訪問がございます。 

それに先立ちまして、本日はガバナー補佐訪問という

ことで、入間ロータリークラブの細淵克則ガバナー補

佐においでいただきました。関係書類の点検及びご

指導をいただき、本日の例会前に無事終了致しまし

たことを報告させていただきます。 

細淵ガバナー補佐には卓話をお願いしておりますの

で、どうぞよろしくお願い致します。会員の皆様も待ち

遠しいと思いますがもうしばらくお待ちください。 

 

世界ポリオデー特別イベントについて       
ロータリーでは、今年も１０月２４日の「世界ポリオデー」

に特別イベントが開催されます。ポリオ撲滅をプロジェ

クトとして実施する前までは、毎年３５万人（そのほとん

どが子供）がポリオに感染していたそうです。しかし、

世界ポリオ撲滅推進活動による長年の尽力が実り、

今日野生型ポリオウイルスによるポリオの発生数は、９

月４日現在１５件、またポリオの常在国は３ヶ国のみと

なりました。 

これまで多くの資金と時間を費やし、素晴らしい成果

を上げ、ポリオ撲滅達成は目前に迫っています。 

一方、撲滅に向けた課題も残っています。続けるため

には毎年何百万ドルもの資金が必要であり、もしこう

いった活動が遅れたり停止したりしますと、これまで何

十年もかけて達成してきたことすべてを無駄にしてし

まう可能性があります。この長年の粘り強い努力を続

けるために、毎年世界ポリオデーが催されるのであり

ます。 

ＲＩは私達の積極的な参加を求めております。皆様の

善意を尊重いたします。 

 

 

 
（以下、ＲＩホームページより抜粋） 

  ポリオ撲滅を応援 ３分間でできる３つのこと   

１ ポリオに関する事実 

    「ポリオってどんな病気？」 

    「なぜ撲滅する必要があるの？」 

     ポリオという病気について知り、友人との会の 

話題にしましょう。 

２ シェアする 

     「ポリオはもう根絶された」と思っている日本人 

は意外と多いでしょう。しかし、ポリオウイルス

は今も世界中で子供を苦しめています。 

ポリオ撲滅のメッセージを大勢の人に伝えて

ください。 

３ 寄付する 

ワクチンの購入と輸送、予防接種活動に必 

要な物資など、全ての寄付がポリオ撲滅に 

役立てられます。 

 

 
 

週 報 
2018～2019年度  ＲＩ会長 バリー・ラシン 

ＲＩのテーマ 『インスピレーションになろう』 
地区のテーマ 『想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する』ガバナー 茂木 正 

 

 

〔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：//www.schuohrc.org  Ｅ－mail：schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

会長 清水幸彦   会長ｴﾚｸﾄ 東 美栄   副会長 菊田邦彦  幹事 佐々木 康

日 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

会長の時間 
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青少年交換プログラムについて          
青少年交換プログラム第４８期交換学生として、フラン

スから西武文理高校へ来られたアクセルさんの件を

お話し致します。 

当クラブとしましては、すべて理解、了解の上でスタ

ートしたわけではありませんでした。 

しかし、ＲＩＤ２５７０青少年交換委員長の中島洋志様

から、「もう学生が来ている現状ではなんらかの結論

は出さなければいけない」との説明があり当クラブが

ホストクラブになりました。そしてカウンセラーは東エレ

クトにお願いし、ホストファミリーにつきましてはみんな

で協力しようということになりました。資金面について

は、第３グループ全員で支えていこうという考え方に

向かっているようであります。 

既に学生が来て始まっている以上は前に進めるほか

ないという現状を皆様にご理解していただきたく、何

卒宜しくお願い致します。 

 

 

 

 < 佐々木康幹事 > 

・ガバナー公式訪問について 

  入会５年以内の会員は 11：00集合 

  その他会員は 11：45集合 

・さきたま古墳研修セミナーのご案内 

・マイロータリーの会員登録のお願い(50％目標) 

・受贈会報  所沢西ＲＣ 入間ＲＣ 

・回  覧 入間南ＲＣ例会変更 

      所沢中央ＲＣ 〃 

      飯能ＲＣ   〃 

      尚寿会グループ広報紙「show尚」 

      ハイライトよねやま 

      ９月ロータリーの友月間に寄せて 

      ロータリー米山記念奨学会／ 

      2017年度事業報告書・決算報告書他 

 

 

 
・親睦活動委員会（若松委員長） 

  10月記念日のお祝い 

  会員誕生  高田君   菊田君 

夫人誕生  野口(留)君 宮岡君 

結婚記念  若松君   清水君  菊田君 

         
フランスからの交換学生 

アクセルさんも１０月お誕生！ 

 

 

・親睦活動委員会（若松委員長） 

  10月 13日(土)～14日(日)家族同伴親睦旅行 

について 

・社会奉仕委員会（益子委員長） 

10月 27日(土)地域交流フリーマーケットに 

ついて 

特 報         

 

 

 

 

 

 
当ロータリークラブ奥富喜平会員が、埼玉西部消

防組合に高規格救急車一台と関連資機材一式を寄

贈されました。 

個人で救急車を寄贈できることや、名前を付けられる

ことに興味を持ち、奥様が救急車を利用した経験から、

消防に貢献しようと考えたとのこと。 

9月 25日に埼玉西部消防組合狭山消防署（狭山市）

で寄贈式があり、奥富会員の希望で車両が同消防署

に即日配備されました。寄贈総額は約三千万円。救

急車は「奥富喜平号」と命名され、車体の脇と後部に

名前が記されています。 

奥富会員は、「福岡と同じように、埼玉でも私の事例を

きっかけに寄贈に手を挙げる方が現れることを願って

いる」と話していました。 

 

 

卓話 

 

 
 

 

 

 

国際ロータリー 第２５７０地区 

第３グループ ガバナー補佐    細淵 克則 様 

 
皆様こんにちは。 
まずは、お誕生日の方おめでとうございます。 
私も１２月１６日に６５歳になります。 
ある時、シルバー人材センターで“脳トレの会員
募集（６５歳から）”と書いてあったのを見て、私
も脳トレする歳になったのだと改めて年月の速さ
を感じました。 
 
本日はガバナー補佐訪問ということで、例会の前
に書類のチェックをさせていただきました。今回
は特に補助金に関する資料を見せていただきたい
と各クラブにお願いしました。 
補助金の通帳の使い方を間違っていたクラブが約
８割ありましたが、狭山中央ＲＣはセミナーでお
伝えした通りの通帳の管理をしていました。とて
も良いことです。 

奥富会員 

「奥富喜平号」寄贈！ 
 

幹事報告 

委員会報告 



その他では、１１クラブの中で新狭山ＲＣと狭山
中央ＲＣには『年度計画書』というものがありま
した。これがあるとクラブの歴史や年度ごとの事
業内容などが正確にわかるので、とても素晴らし
いと思いました。年度計画書を作った当時の人達
は将来をよく見据えていたと言えるでしょう。今
後も資料として残していただきたいと思います。 
 
卓話の前に少しだけ自己紹介をさせていただきま
す。私は東村山で生まれまして、２２歳の時に結
婚して入間にやって来ました。なぜ入間に来たか
というと、私の父親は小作人の息子で、財産もな
ければ何も無く、尋常小学校を出た後丁稚奉公に
出されたのです。その後、縁あって入間の坂口屋
さんから嫁をもらいました。当日まで顔を見るこ
ともなく、名前だけしか知らないという状態で結
婚式に出たそうです。でも不思議な縁がありまし
た。二人とも大正８年６月１５日、全く同じ日の
生まれだったのです。私が中学の時に、事業を始
めていた父から「兄が社長でお前は専務。うちの
会社を手伝っても兄の財産を増やすだけだ。兄に
子供ができればお前の努力は無になってしまう。
だから早く独立しなさい」と言われ、父親の会社
を手伝うことも、サラリーマンになることも許さ
れませんでした。そのかわり、一国一城の主にな
れと入間に３６０坪の土地を買っていてくれてい
ました。そこで商売を始めたのが２４歳の時でし
た。 
実は僕には野望がありました。プロのレーサーに
なりたかったのです。 
・１６歳の高校一年の時、２輪のレース 全日本 
選手権に出場 

・大学一年の時、本格的に２５０ＣＣのバイクで 
全日本選手権に参加 

・２１歳の時、当時最年少の国際Ａ級 全日本ラ 
ンキングで２位 

・富士スピードウエイ、筑波サーキットでは優勝 
・当時のバイク誌、オートバイ モーターサイク
リストに優勝写真掲載 

・鈴鹿サーキットレースは 4位（が目いっぱいで 
した！） 

しかし、７３～７４年のオイルショックで、ヤマ
ハもホンダもライダーの発掘をしなくなり、また
アジア人で初めての世界チャンピオンなった片山
敬済と比べ、自分はその人の足元にも及ばないと
思い、バイクレースをやめて父親のいう通り商売
をはじめました。それが２４歳の時でした。 
今は、２７５０地区のテリトリーで積水ハウスの
生コン、クレーン、ポンプ、現場の試験を一手に
請け負い、一方で、平成６年に警備会社を設立し
ました。 
飯能では小中学校以外の公共施設・市民会館・保
育園・大学等、入間のイオン、神奈川、山梨、群
馬の警備も行っています。 
そんな経験を経て、ロータリーには４３歳で入会
し今年で２１年目に入ります。 
また、財団に８年間携わり、縁あって今回ガバナ
ー補佐という役をいただいた次第です。 

当初、ガバナー補佐とはどういうことをするのか
と漠然としておりました。私が考えるガバナー補
佐というのは、今年のＲＩのテーマ『インスピレ
ーションになろう』、地区のテーマ『想いを繋ぎ地
域と国の発展に奉仕する』、そして、清水会長のテ
ーマ『ロータリーは面白くて為にならなければな
らない』、これらが三位一体となって大きな成果を
あげられるよう、地区とクラブの橋渡しをする縁
の下の力持ちになることだと考えています。 
 
会員数１０％以上の純増達成についてですが、狭
山中央ＲＣは３０名程なので３名の増強をしなけ
ればなりません。 
皆さんどうですか？増強は難しいですか？ 
入間ＲＣでも、この時期になると毎年会員候補の
リストアップをします。が、その後のフォロー
は？？？最初は勢いがいいのですが、リストアッ
プしたらそれで終わってしまうのが現状です。 
やはり、候補者の自宅や会社に出向き、熱意をも
ってしっかり説明してこないと増強には繋がらな
いのではないでしょうか。 
一昨年、あるＲＣに卓話を聞きに行った際の話で
すが、会員数が３名に減少してしまったクラブが
あり、いよいよ解散かと思われていました。 
もし会員３名になったら皆さんならどうします
か？やはり解散するしかないと考えると思います
が、この３人は少し違いました。「もしここで解散
してしまえば、この地区にロータリーという花は
咲かない。最後の一人になっても、私が種となり、
いつか花を咲かせるように頑張るのだ。」そう言っ
た人がいたのです。そして他の２人も賛同しまし
た。その３つの小さな種は、同年８つになり、翌
年は１３にと見事花を咲かせました。 
増強委員長だから今年はやります、増強委員がい
るから俺はやらなくていい、自分の時だけ頑張れ
ばいい等々の考えは捨て、会長を含めた全会員が
本気になって動いて増強１０％を達成させてくだ
さい。 
また、公共イメージ（ロータリーのことを知って
ほしい）についてですが、ロータリーはどれだけ
知られているのでしょうか。先日、公共イメージ
のセミナーに行きましたが、話を聞いて「ロータ
リーがしてやるぞ」と上から目線だったのが少々
気になりました。 
入間ＲＣでは財団の補助金を使って、軽トラック、
発達障害児への教材、防犯灯、プロジェクター等々
の寄付をしています。しかしながら、プロジェク
ターが学校に寄付された時に、誰が「これどうし
たの？誰がくれたの？」と思うでしょうか。誰も
思わないのではないでしょうか？ 
つまり、ロータリーの公共イメージ、知名度を上
げるためには、ダウンロードではなくアップロー
ドをしていくことが必要だと思います。狭山中央
ＲＣの過去の補助金事業を拝見しました。 
皆さまのように、地元の団体と同じ目線に立った
活動をしていくことが、一番の公共イメージアッ
プになると強く感じました。 
ロータリーという存在をまだ知らない所に行き、



タイアップして活動を広めていくということは、
非常にいいことであり、また補助金も大いに意味
のあるものになるのです。 
次年度分は来年の５月に締め切りなので、東エレ
クトには今から次のプロジェクトを考えていただ
き、補助金を使って公共イメージを上げる地元に
密着したことを実施してください。 
もし来年も財団に残っていたら、補助金が通るよ
うにしっかり応援させていただきます。 
最後に、狭山中央ＲＣのマイロータリー登録率は
２０％（２月現在）です。 
５０％以上を目標に是非登録してくださいますよ
うお願いして、ガバナー補佐の卓話とさせていた
だきます。本日は本当にありがとうございました。 

 

 

      

 

 

 

 

清水君  細淵ガバナー補佐、お忙しい中お越し

いただきありがとうございます。宜し

くお願い致します。結婚記念の御祝い、

ありがとうございます。 

佐々木君 細淵ガバナー補佐、ようこそいらっし

ゃいました。本日はご指導宜しくお願

いします。 

江原君  第２５７０地区第３グループガバナー

補佐でいらっしゃる細淵克則様、本日

はおいでくださいましてありがとうご

ざいます。卓話の時間を宜しくお願い

致します。 

浜野君  ２５７０地区ガバナー補佐 細淵克則

様、ようこそお越しくださいました。

卓話楽しみにしていました。宜しくお

願い致します。 

寶積君  一昨日の台風、皆様お怪我等無かった

でしょうか。本日は第３グループガバ

ナー補佐 細淵克則様、御多忙の中ど

うもありがとうございます。  

稲見君  第２５７０地区第３グループガバナー

補佐 細淵克則様、御指導宜しくお願

いします。 

菊田君  ７３歳の誕生祝いありがとうございま

す。共に結婚祝い５０年ありがとうご

ざいます。 

益子君  第３グループガバナー補佐、本日はよ

うこそいらっしゃいました。御指導の

程宜しくお願いします。 

野口君  妻の誕生祝い、ありがとうございます。 

奥富君  ガバナー補佐 細淵克則様、今日の卓

話宜しくお願いします。 

柴田君  第３グループ細淵ガバナー補佐、私達

のクラブでのガバナー訪問時での事前

指示をお願いします。 

田端君  本日は、ガバナー補佐 細淵克則様、

中島洋志様、アクセル様、ようこそお

越し頂きありがとうございます。 

高田君  誕生日の御祝いありがとうございます。

今日、大谷翔平君は肘の手術を受けま

した。来年の夏頃にはバッターとして

復帰できるはずです。私もその頃を目

標に大谷君と一緒にリハビリを頑張り、

入曽グランドでのソフトボール復帰を

目指します。 

若松君  もうすぐ親睦旅行です。楽しくやりま

しょう。 

若松君  結婚記念日の御祝いありがとうござい

ます。 

 

 

 

 

・11月、12月のプログラムについて 

・10月 2日ガバナー補佐訪問について 

 10月 16日ガバナー公式訪問について 

（RLI方式「公共イメージ」「会員増強」） 

・10月 13日～14日家族同伴親睦旅行について 

・10月 27日大生病院フリーマーケットについて 

・2017～2018年会計報告について 

・会長・幹事会の報告 

 

 

 

◆ 次の例会 ◆ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10月 23日（火）  

   例会臨時変更  

   27日(土)フリーマーケットに 

例会振替  

10月 30日（火） 

   例会取り止め（定款 8-1-C） 

11月 6日（火） 

   例会取り止め（定款 8-1-C） 

11月 13日（火） 

   新狭山ロータリークラブと合同例会 

   第二副 SAA：小島会員 小室会員 

  外来卓話：秋草学園短期大学学長 

        北野大様 
 

定例理事会（例会終了後） 
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