
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［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 1197回( 10月 16日)例会の記録 ガバナー公式訪問 
 

点 鐘     清水幸彦会長 

合 唱     国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  片山会員 小林会員 
 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

31 名 25 名 92.59 ％ 80.00 ％ 

 

 

 

清水 幸彦 会長 

                   

国際ロータリー第 2570地区 

茂木正ガバナー、ようこそお

いでいただきました。本日は

ガバナー公式訪問ということ

で一日ご指導宜しくお願い致

します。 

前回に続いてお越しいただきました 

第 3グループ 細淵克則ガバナー補佐 

クラブ奉仕部門会員増強委員会委員 中里忠夫様 

本庄ＲＣ 親睦活動委員 武藤真理子様 

地区幹事 渋澤健司様 

ご苦労様でございます。宜しくお願い致します。 

 

さて皆様、先週末は仙台・女川方面への家族同伴

親睦旅行にご参加いただき、ありがとうございま

した。ゲストの方にも多数参加していただき、大

変盛り上げていただきました。感謝致します。６

年ぶりの女川訪問という事で、栗原成実パスト会

長のご親戚の蒲鉾本舗 ㈱髙政社長高橋様、商工会

の青山様に、1時間以上も街中を案内をしていた

だきました。復興工事は予定通り進んでいるよう

で、公園と学校があと 1年半で完成すればほぼ完

了とのこと。防潮堤無しでの復興の説明をして頂 

 

きとても感心致しました。 

今回女川を訪問して多くの事を確認できたことは

大変良かったと思います。 

 

前回の例会では、高規格救急車奥富喜平号の紹介

を致しましたが、今回も素晴らしいニュースが 2

つございます。 

 

 

若松泰誼 会員 朝日新聞掲載 

 

若松泰誼パスト会長が大星電機㈱の創業者として、

その人生と心意気が９月１５日の朝日新聞に掲載

されましたのでご紹介します。 

 

町工場、宇宙向けの製品も 

大星電機創業者 若松泰誼さんに聞く 

 

(一部抜粋) 

 

狭山市と鶴

ヶ島市に自

動車生産設

備や大型機

械の動作を

つかさどる、

最先端コン

トロールシステムの製造・開発、更に国際宇宙ス

テーションの下支えもする会社です。 

モノづくりは長年蓄積されてきたデータや、デジ

タル化できない勘、数値化不能の人間の情熱から

生まれます。ＡＩやロボットが「代替」する時代

は来ても、程度の問題です。私が生きてきた下町

のモノづくりは、私を支えてくれた恩師、先輩や

社員のみなさん、そして妻、都への感謝が込めら

れています。そうした気持ちが多くの機械に搭載

され、暮らしの中に入りこんでいるのです。 

会長の時間 

 
 

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 
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国際ロータリー 

第２５７０地区 
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清水武信 様 再入会 

 

 

もう一つは、先程、茂木ガバナーにバッチをつけ

ていただきましたが、待ちに待っていました、当

クラブのチャーターメンバーであります清水武信

様が復帰されることです。商工会議所会頭のお立

場でご多忙だと思いますが宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先程、入会 5年未満の方と茂木ガバナーとで懇談

会がございましたが、今年も当クラブの目標は、

会員増強と社会奉仕であります。おかげさまで 2

名の会員増強が出来ました。純増 3名の目標も現

地点で見えてきたような感じではございますが気

を引き締めて努力致しましょう。 

先日、益子委員長と 2人で子供食堂の見学に行っ

て参りました。食堂の広さは 14～15人でいっぱい

になる感じです。その子供達の食事が終わる前に

次の組みが待っている状況でした。丁度栗原成実

パスト会長の畑で採れたじゃがいものポテトフラ

イが山のようあったかと思えば、あっと言う間に

無くなっていました。前回細淵ガバナー補佐がお

いでになった時に言っておられましたが、これか

らはエプロンとか食材だけでなく、調理道具等の

依頼がありそうな感じが致しました。全体的には

理解出きることばかりでしたが、私的には、付き

添いの親御さんが一緒に食べているのが少々気に

なりました。 

本日のクラブ協議会の議題の一つにもなっており

ますが、もっともっと子供食堂への理解を深める

ことが必要かと思われます。また、来週は当クラ

ブの重要な行事の一つであります、大生病院様駐

車場での地域交流フリーマーケットが行われます。

手慣れた事ではございますが心を一つにしてご協

力よろしくお願い致します。茂木ガバナー始めお

越しいただきました皆様一日よろしくお願い致し

ます。 

 

 

 < 佐々木康 幹事 > 

・新狭山ＲＣ 大羽田哲郎様ご逝去 

  清水会長 15日告別式参列 

・親睦旅行費用について 

  各預り金より支払（不足の場合は後日請求） 

・例会終了後フリマ値付け作業のお願い 

・受贈会報   

  飯能ＲＣ  

・回  覧  

  ガバナー月信 10月号 

  10月 24日世界ポリオデーに向けて！ 

       「End Polio Now ﾘｿｰｽのご案内」 

  ＡＡＲニュース 10月号 

  ハイライトよねやま 

  新所沢ＲＣ、入間ＲＣ、所沢西ＲＣ例会変更 

 

 

 

卓話 

 

 
 

 

 

 

      国際ロータリー 第２５７０地区 

      ガバナー    茂木 正 様 

 
私は、一昨日まで鹿児島・宮崎の地区大会に行っ

ていました。今週末は山形、その後大分・福

島・・・・・と、１１月の土日はほとんど地区を

廻っています。その間に皆様とこうしてお会いで

きることを本当に嬉しく思います。 

本年度は、 

ＲＩのバリー・ラシン会長のメッセージ 

BE  THE  INSPIRATION 

『インスピレーションになろう』 

地区テーマ 

『想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する』 

そして、 

国際奉仕と世界平和への人道的な支援 

青少年の育成 

会員増強 

を三本の柱として活動しております。 

今年７月の第２５７０地区の会員数は１６０７名

で、１０年ほど前から毎年毎年減っているのが現

状です。これでよいわけはありません。私たちロ

ータリアンは、この地域で良いことをしよう、地

幹事報告 



域の為に発展の為にみんなで良いことをしていき

ましょうという団体であることはご存じの通りで

す。 

色々なクラブに行ってお話をさせていただいたと

きに、「会員増強は勿論だけど、みんなで仲良くや

っていればいいのです」という言葉も聞きました。

しかしそれだけでいいのでしょうか。私は、国の

発展の為に自分の会社や家庭を良くするというこ

とがロータリアンの一つのありかただと思ってい

ます。それには、私たちに伝わっている想いを次

の世代のロータリアンに伝えていくことが大きな

使命なのです。 

私は、私自身が、父や母、祖父や祖母、曾祖父や

曾祖母・・・・ご先祖様から幸せになってくれよ

という想いを集めた“結晶体”だと考えます。そ

の先祖からの想いを、娘や孫、あるいは社員や友

人にしっかりと伝えていくことも、一つの使命だ

と思います。 

私は、２０年程前から、南洋諸島、ミャンマー、

フィリピン、インドネシア、硫黄島などに埋もれ

ている将兵のお骨を掘って日本にお連れをすると

いうボランティアをさせていただいています。今

年の５月にも行ってまいりました。 

そして、今年度の５月１４日から約１０日間、パ

ラオに１０名ほどの医師を派遣して無料で診療す

るという支援活動を計画しています。この機会に、

ロータリアンの皆様にも、是非是非パラオの地に

足を運んでいただきたいと思います。 

私は、パラオには十数年通い続けています。パラ

オ本島のコロールという大きな町から高速船で約

１時間のところにペリリュー島という周囲２０キ

ロ程度の小さい島があり、そこで７０数年前に日

本の人たちが玉砕しました。水戸２連隊、群馬県

高崎の１５連隊、そのほか日本のあちこちから集

まったたくさんの将兵の方々の遺骨が今もそのま

ま残されています。５００個の壕をしらみつぶし

に探して掘り起し、遺骨を日本にお連れしました

が、まだ１００個の壕やジャングルの中に２８０

０体が残っている状況です。 

ガダルカナル島などでは、土の酸性度が強いので

骨はほとんど解けてしまい背骨や大腿骨位しか残

りませんが、ペリリュー島ではそのままが出てき

ます。仲間によって埋葬された人達の遺骨は、ど

れも頭を日本の方に向けています。日本に帰りた

かった想いが伝わってくるようで、それは『想い

を繋ぎ‥‥』というところに深く感じる入るとこ

ろです。 

大東和戦争で亡くなり未だ日本に帰っていない

方々。そういう人たちの想いを繋ぎたい、受け取

りたいと思います。 

海に沈んだ船の中にも日本人の遺骨が残されてい

ます。残念ながらそれを引き上げることはできま

せんが、そうした人達の想いもしっかり受け止め

なければなりません。 

異国の地で亡くなった方たちの悲痛な想い。「私た

ちは不幸にも遠い異国で死ななければならなかっ

た。後に続くあなたたちにはしっかり幸せになっ

てほしい。そして二度と戦争で死ぬような、戦争

を起こすような国にしないでほしい」という想い。

それこそがしっかりと引き継がなければいけない

使命だと思います。 

もし５月の支援活動に参加していただけるなら、

その場所に行ってその想いを直に感じていただき

たい。参加できなかった方々にも伝え、さらにご

自分の事業の発展やロータリーの活動を通して多

くの方々に伝える。それが私たちロータリアンの

使命なのだと思っています。 

日本は、こんなに豊かにそして平和な国になりま

した。経済大国として開発途上国にも支援ができ

るようになりました。しかし、日本の為に亡くな

った多くの人達の遺骨を放り出したままで、尊敬

される国になれるとは思いません。 

ガバナーを受けさせていただいたのは、ロータリ

ー活動を通じてたくさんの人達に“伝えていく”

ことが使命だと思たからです。 

日本の次の時代を担う青年の育成に力を入れ、そ

してこの想いを伝えていきたいと思っております。

そしてそれが会員増強に繋がっていくのだとも考

えています。 

まだまだ私自身が皆様のご指導ご鞭撻をいただき

ますが、皆様と想いを同じくして今年度の活動に

繋げて参りたいと思います。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

クラブ協議会 
 

その後のクラブ協議会では 

1)クラブのイメージアップ 

2)こども食堂への援助 

の２テーマでＲＬＩによる討論をＤＬ沼崎

パスト会長により行いました。 

時間が足りないぐらいでしたが、ガバナー

総評で及第点はいただけました。     
 

 

 

 



 

 

 

清水君  国際ロータリー第２５７０地区ガバナ

ー茂木正様、ようこそおいでください

ました。今日一日ご指導の程宜しくお

願い致します。 

佐々木君 国際ロータリー第２５７０地区ガバナ

ー茂木正様、ようこそ当クラブへお越

しくださいました。本日はご指導宜し

くお願い致します。 

東君   第２５７０地区の顔でいらっしゃるガ

バナー茂木正様、ようこそ、ようこそ

いらっしゃいました。 

江原君  土日の旅行楽しかったです。ありがと

うございました。国際ロータリー第２

５７０地区ガバナー茂木正様、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、クラブ奉仕

部門会員増強委員会委員 中里忠夫様、

地区幹事渋澤健司様、本日はようこそ

お出で下さいました。ご指導何卒宜し

くお願い致します。そしてまた、嬉し

い事がございます。清水武信様、おか

えりなさい。今後共宜しくお願い致し

ます。 

浜野君  国際ロータリー第２５７０地区ガバナ

ー茂木正様、ようこそお越しください

ました。本日は宜しくお願い致します。

清水武信様お待ちしていました。大変

嬉しいです。親睦旅行大変楽しかった

です。委員の皆様大変お疲れ様でした。 

寶積君  茂木正ガバナー、本日はご多忙のとこ

ろ本当にありがとうございます。  

稲見君  国際ロータリー第２５７０地区茂木正

ガバナー、当クラブへようこそお越し

くださいました。ご指導宜しくお願い

します。今日当クラブに復帰の清水武

信会員、また宜しくお願いします。 

小島君  国際ロータリー第２５７０地区ガバナ

ー茂木正様、ようこそおいでいただき

ました。ご指導宜しくお願い致します。

清水武信会員おかえりなさい。お待ち

していました。 

栗原(成)君親睦旅行にはるばる女川まで行って頂 

     きありがとうございました。感謝申し

上げます。清水武信様、お帰りなさい。

またロータリーを共に楽しみましょう。

茂木ガバナー、本日は宜しくお願いし

ます。 

益子君  ＲＩＤ２５７０茂木ガバナー、本日は

ご指導の程、宜しくお願いします。 

宮岡君  茂木ガバナー、ようこそお出で下さい

ました。お話楽しみにしています。又、

清水武信会員の再入会、心より喜んで

います。狭山中央ＲＣの発展にお力を

頂くようお願いいたします。 

宮岡君  先週、女房の誕生祝をいただきありが

とうございました。老いて益々元気で、

亭主のご指導に生きがいを感じている

ようです。 

沼崎君  茂木ガバナー、細淵ガバナー補佐、狭

山中央ロータリークラブへようこそい

らっしゃいました。公式訪問でよろし

くご指導下さい。 

小幡君  清水武信様、ロータリークラブへお帰

り待っていました。茂木正ガバナー、

御指導宜しくお願いします。 

柴田君  今年度ガバナー茂木正様、私共クラブ

を宜しくお願い致します。 

清水(武)君再入会しました。宜しくお願いします。 

田端君  本日は、国際ロータリー第２５７０地

区ガバナー茂木正様、御指導頂きまし

た事、有難うございます。又、ガバナ

ー補佐細淵様、感謝致します。今日は

とても嬉しい日です。 

高田君  茂木ガバナー、本日は宜しくお願い致

します。清水さん、再入会、これから

も宜しくお願いします。 

渡邉君  茂木正ガバナー、本日は当例会にお越

し頂きありがとうございます。どうぞ

宜しくお願い致します。又、私的な事

ですが、４人目の孫が今月誕生しまし

た。もうしばらく元気で仕事をしたい

と思います。 

吉松君  国際ロータリー第２５７０地区ガバナ

ー茂木正様、本日はガバナー訪問にお

いでくださいまして、心より感謝いた

しております。本日の日程がスムース

の内に進行していくことをお願いいた

します。 

 

       ◆ 次の例会 ◆ 
11月 20日(火）  

 第二副ＳＡＡ：栗原(憲)会員 栗原(成)会員 

 外来卓話  ：狭山市都市建設部 

        部長 堀川豊様 

11月 27日(火) 

 例会取り止め（定款 8-1-Ｃ） 
 

第 1198回例会は 10月 27日(土)地域交流フリー

マーケットに振替でしたが、悪天候の為中止と

なりました。ご提供頂いた品物は次年度に持ち

越し、又、お赤飯・おこわ・豚汁・里芋・じゃ

がいもは会員の皆様に販売しました。 

売上金額 ￥77,400 をご報告致しますとともに、 

ご協力に心より感謝申し上げます。 
 

社会奉仕委員会委員長 益子伸明 


