
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［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 1222 回 ( 7 月 2 日) 例会の記録 

例会前に【新旧交代セレモニー】を執り行いました 

 
1. 旧役員より新役員へ          襷の引き継ぎ 

 

2. 旧会長･幹事より新会長･幹事へ 徽章の引き継ぎ 

 

3. 新会長より旧役員へ      記念の徽章を贈呈 

 

点      鐘     東美栄会長 

合      唱     国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ     江原会員 古谷会員 
 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

30名 27名 93.10 ％ - 

 

 

 

東 美栄 会長 

                   

「ロータリーの楽しさは学びの楽しさ 

楽しむためには努力が必要」 

私はロータリーの楽しさは

学びの楽しさだと思ってい

ます。いわゆる娯楽の楽し

さとは違います。楽しむた

めには、それなりの努力が

必要です。 

ロータリアンの三大義務と

いえば ①「例会の出席」 

②「会費の納入」 ③「ロー

タリー誌の購読」です。 

この三大義務にロータリー

が「学びの場」であることがうかがえます。 

「入りて学び 出でて奉仕」という言葉があります。学

びと奉仕はロータリーの両輪です。ロータリアンはそ

の職位の高さから常に倫理観が問われます。公私と

もに高潔性と公平性が求められています。襟の「歯車

マーク」はシカゴで公衆トイレを作って以来、「世の中

のためにいいことをしよう」の意思表示です。 

ＲＩの戦略計画に「公共イメージと認知度の向上」があ

ります。ロータリークラブがどんな団体であるか世間で

はあまり知られていません。特に日本のロータリアン

には「陰徳を尊し」とする伝統があるように感じます。

そのため活動が知られにくい。しかし会員を増やすた

めには認知度の向上が欠かせません。その一環とし

て「目に見える形」プロジェクトを提案します。 

地域の危険と思われる交差点を調べ、歩行者保護の

安全ポールを寄付する。そのポールの一本一本に

「狭山中央ロータリークラブ」と入れる。継続支援が決

まっている「こども食堂」や「地域支援フリーマーケット」

にロゴ入りエプロンやロゴ入りパーカーを着用して参

加。遠目にも目立つようにする。リトルリーグや少年サ

ッカー等、地域の子供たちの試合に「協賛：狭山中央

ロータリークラブ」と入った優勝メダルやトロフィーを寄

贈する。 

外来卓話のゲストにはロータリークラブに来た記念と

してロータリーグッズを贈る。ただし、かさばる物や身

に着けるものは不向きです。無論これらはあくまで「提

案」です。 

「典型的ロータリアン像」というものは時代とともに変化

しています。それに伴い月初めのお祝いセレモニー

も見直しが必要です。会員のすべてが「妻帯者」であ

るとは限らないからです。従来の「会員誕生・夫人誕

生・結婚記念」は時代にそぐわなくなってきた感があり

 
 

週 報 
2019～2020年度  ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

ＲＩのテーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』 
地区のテーマ 『未来へつなぐ 変える』ガバナー 鈴木秀憲 

 

 

〔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 

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

 会長 東 美栄   会長ｴﾚｸﾄ         副会長 佐々木康   幹事 菊田邦彦 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

会長の時間 



ます。「夫人誕生」という名称は「夫人夫君誕生」に改

めるとしても「結婚記念」は独身者が増えてきたことに

配慮が必要です。独身といっても未婚であったり、配

偶者と離別、死別、人さまざまです。いっそ誰でも平

等に祝いの機会がある「会員誕生」に絞ってはどうで

しょうか。 

クラブに活力をもたらし、クラブを持続させる若い会員

を入会させようにも、「昔ながらのロータリー」では敬遠

されてしまいます。 

2019-2020年度ＲＩ会長のマーク・ダニエル・マローニ

ー氏は会長テーマに「ロータリーは世界をつなぐ」を

掲げました。世界はますます多様化していきます。狭

山中央ロータリークラブにも多様性が必要です。「多

様性」に対処するには、従来のやり方や風土、時には

文化を変えていく勇気が必要です。ＲＩ会長は訴えま

す。「家族志向の若い職業人にとって、ロータリーが

家族を犠牲にするものであっては、ロータリーが手の

届きにくい存在となってしまう。ロータリーでの活動と

家族との時間が競合せず、互いに補完し合う文化を

作っていく必要がある」と。そして「全てのレベルのロ

ータリー行事に子供を受け入れる」と、しめくくってい

ます。 

本年度の親睦旅行は仕事や家庭の事情から宿泊が

困難な会員もいることを考慮し「日帰り旅行」とします。

また、夜間例会等も子供たちや孫たちが楽しく参加で

きる内容を検討していきます。 

東年度の終了直後に東京オリンピック（2020年 7月

24日～）が始まります。インバウンドにはロータリアンも

いるでしょう。狭山中央ロータリークラブに「メーキャッ

プ」に来るかもしれません。 

ロータリーの楽しさは学びの楽しさです。楽しむため

には、それなりの知識と行動が必要。楽しむためには

努力が必要です。 

みなで智慧を出し合って「狭山中央ロータリークラブ」

を楽しく盛り上げていきましょう！これからはじまる一

年間どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 < 菊田邦彦 幹事 > 

・「入間川七夕まつりパンフレット広告掲載」とし 

 て 30,000円を協賛（６月２１日実行） 

・６月２２日(土）栗原成実会員の畑でじゃがいも 

 堀りを実施 

・７月２３日(火)１８：００より狭山東武サロン 

 にて「家族同伴夜間例会」を開催予定 

・７月２４日(水)入間基地納涼祭のご案内 

・受贈会報 

  所沢中央ＲＣ 所沢西ＲＣ 

・回  覧  

「第 15回ﾛｰﾀﾘｰ日韓親善会議」の参加と広告掲載 

 のお知らせ（地区事務所） 

「日本のﾛｰﾀﾘｰ 100周年記念ﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ」の申込み 
 （地区事務所） 

 例会変更のお知らせ（所沢 RC・新所沢 RC） 

 

 

・社会奉仕委員会（栗原成実 副委員長） 

  6月 22日(土)じゃがいも掘りの報告 

 

・親睦活動委員会（渡邉髙治 委員長） 

  7月記念日のお祝い 

  会員誕生    栗原(憲)君 若松君 

夫人夫君誕生  田中君   稲見君 

        若松君 

 

 
２０１９～２０２０年度役員・委員長就任挨拶 

 

会長 東 美栄 

みなさま、本日は 2019-2020 年度、狭山ロータリ

ークラブ例会にご出席下さいまして誠にありがと

うございます。狭山中央ロータリークラブ第 27代

会長を仰せつかりました東美栄です。 

一般社会で「会長」

はその組織の代表権

者ですが、ロータリ

ークラブの会長は代

表というよりむしろ

象徴的な存在です。

しばしば「天皇」に

例えられます。…な

んとも畏れ多いこと

ですが。 

私は以前「ロータリー情報・雑誌委員長」を務め

させていただきました。ロータリークラブについ

て学ぶ絶好の機会を頂けたと感謝しております。 

例会で発表する以上、「ロータリーの友」は該当月

に限らずバックナンバーにまで目を通しました。

わからないことがあるたびにネットで調べていま

した。仕事などで出会った方がロータリアンとわ

かれば、その方の所属されているクラブのことや

ロータリーよもやま話など伺いました。私の持っ

ているロータリーの知識は耳学問がすべて、とい

っても過言ではありません。 

みなさまご存知のように「クラブ会長はクラブ幹

事と共にロータリークラブの代表権者」です。ガ

バナー月信の宛名が「会長ならびに幹事殿」であ

ることからも明白です。クラブから会員のみなさ

まに送られるあらゆる書類、あらゆる通信物の差

出人名はすべて「会長と幹事の連名」です。ちょ

っと大袈裟に思われるかもしれませんがこの関係

は日本国憲法における「天皇と内閣総理大臣」の

関係に当るといえます。ロータリークラブの会長

はあくまで「象徴」であって執行権限は何ら持ち

合わせていないのです。私のロータリー歴は現時

点で 17年です。その間に経験した役職は先ほどの

「ロータリー情報・雑誌委員長」、ニコニコを発表

する「副ＳＡＡ」、司会進行役の「ＳＡＡ」、そし

て昨年度の「会長エレクト」です。もうお気づき

幹事報告 

委員会報告 



のように、私は「幹事」を経験していないまま「会

長」に就任しました。現在この狭山中央ロータリ

ークラブには 30名の会員が在籍しています。その

中で会長経験者は私を含め 15名。さらにその中で

幹事未経験の会長は私以外に 3 名いらっしゃいま

す。吉松孝吉パスト会長（1994-1995年度）、守屋

昭夫パスト会長（1996-1997年度）、清水幸彦直前

会長（2018-2019 年度）です。一方、幹事経験者

であっても会長にはまだなっていらっしゃらない

会員は 5 名。そのうち 3 名はロータリー歴が私よ

りも長い方々です。「幹事を経験しないとクラブが

どのように運営されているのか理解しがたい」こ

れは 2580 地区ガバナーを務められた松坂順一氏

のお話の中で私が特に共感した部分です。会長に

就任しておきながら今更「クラブ運営の方法がわ

からない」といった戯言が通らないのは重々承知

です。ただこの狭山中央ロータリークラブの今後

のために、「幹事を務めた方々には是非とも会長に

なるということにどうか積極的であっていただき

たい」と切に願うのです。ご存知のように新年度

が発足しても未だ「会長エレクト」は未定のまま

です。この先ずっとエレクトが決まらないようで

あれば私がとる道は 2 つです。1 つは「責任をも

って来年度も会長を務める」。この 1年間でしっか

り学べば来年度はよい会長になれるかもしれませ

ん。そしてもう 1 つは「責任をとってロータリー

クラブを辞める」ということです。自分が何をし

なければいけないのか、何をしてはいけないのか。

守るべき伝統、変えるべき習慣。習慣というもの

は反復することで固定化された行動様式のことで

す。人間が行うものである以上、習慣には良いも

のと悪いものがあります。東年度の習慣の一つと

して、会長と幹事は昼食開始の 30分前に集合して

当日の打合せを行うことにしました。「大事な話は

例会の外で決まるもの」「夜の会合は欠かせない」

という声もあります。みなさまが選んだ本年度の

会長はみなさまと同様に職業人であるだけでなく、

未成年の子供を持つ母親でもあります。どうか想

像してみてください。子育て中の母親が夜間に外

出するのがどれほど難しいか。ロータリアンの典

型といえば昔は「妻帯者の男性経営者」でした。

夜の会合がある。奥様には「夕食はいらないよ」

「今夜は遅くなるよ」そう言って外出されるので

しょう。「とんだ人物を会長に担いでしまった！」

と後悔なさいますか。でも安心してください。本

年度のＲＩ会長のマーク・ダニエル・マローニー

氏は私のようなロータリアンを世界中に増やそう

と旗を振っていらっしゃるのです。狭山中央ロー

タリークラブはその発足当時から当たり前のよう

に女性会員がいました。私が妊娠した時には全会

一致で例会中の禁煙が決まりました。今でこそ禁

煙は珍しいことではありませんが当時は世の中の

流れに先立つ画期的な一歩でした。マローニー氏

は 25歳でロータリアンになり 30歳で会長。34歳

でガバナーを務めた経歴の持ち主です。夫人もロ

ータリアンでいらっしゃる。夫婦ともに多忙なマ

ローニー氏はロータリーのあらゆるイベントに当

時まだ幼かったお嬢さんたちを同伴したそうです。

「娘たちはロータリークラブに育てられた」と語

っています。家族同伴旅行はいつの間にか「一泊

旅行」が習慣化されています。でも私が入会した

当時は「日帰り」もありました。他に習慣化され

たものの一つに「例会で出される記念品は会員の

扱う商品から選ぶ」があります。これには賛否両

論があって私の一存で変えられるものではありま

せん。 

会長はクラブ運営の責任者ですが事実上の執行権

は幹事にあります。東年度はその発足前に最大級

のトラブルに直面しました。菊田幹事エレクトが

不慮の事故で入院してしまったのです。一時は

佐々木前幹事の続投すら検討がなされましたが、

新年度までいよいよ 1 か月を切ったまさにギリギ

リのタイミングで復帰がかないました。幹事の責

任は重大です。会長には「任命権」がありますが 

「執行権」は本来の代表権者である「幹事」にあ

るからです。では会長は何をするのか。先の松坂

順一氏は「例会でアドバルーンを上げて、クラブ

の会員にやる気を起こさせること」と語っていま

す。ロータリアンとして学ぶべき奉仕の理念を「会

長の時間」に繰り返し提唱することであると。東

年度のテーマは「ロータリーの楽しさは学びの楽

しさ。楽しむためには努力が必要」です。学びと

奉仕はロータリークラブの両輪です。ロータリー

の五大奉仕（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕、新世代奉仕）、これらを通じて「地域を

育む」ことが、地域で仕事をさせていただいてい

る私たちの大切な使命であると考えます。狭山中

央ロータリークラブは数年前から狭山市の「こど

も食堂」を支援しています。会員の中には反対す

る人もいます。「明らかに困窮していない人にまで

無償で食事を提供するのはいかがなものか」と。

しかし誰でもウエルカムな「こども食堂」だから

こそ、本当に必要としている人に届けることがで

きるのです。「所得制限」や「片親世帯限定」など

とすれば「あそこはそういう子が行くところ」と

言われ、該当する子は恥ずかしがって来なくなる

でしょう。本年度は「こども食堂」の現場に行き

ましょう。ロータリーの奉仕の理念にかなったイ

ベントです。会員だけでなく会員の家族やまだロ

ータリーに入っていない知人にも参加を呼びかけ、

全員揃いの「ロータリーのロゴ入りエプロン」を

着用して調理や給仕、後片付けに当ります。ロー

タリークラブの奉仕活動に参加する機会が入会へ

のきっかけになるかもしれません。会員増強はク

ラブの生命線です。 

清水年度からタスキを引き継ぎました。このタス

キを次年度に引き継ぐ瞬間まで走ります。全力

で！2019-2020 年度が世界にとって、日本にとっ

て、狭山中央ロータリークラブにとって、会員一

人一人にとって素晴らしい 1 年となりますように。 



副会長 佐々木 康 

東年度の副会長に就任いたしました、佐々木です。 

副会長の仕事が、「お

客様紹介」以外に何が

あるのかよくわかっ

ていませんが、一年間

東会長を支え、頑張り

ます。 

一年間よろしくお願

い致します。 

 

 

 

幹事 菊田 邦彦 

本年度幹事をやらせていただきます菊田です。 

日頃の行いがあまり

良くないのか、直前に

怪我をしてしまい、皆

様にご迷惑をおかけ

しました。 

入会後3年しか経って

いない私が幹事を引

き受けてよかったの

かとても不安ですが、

皆様のご指導を頂き

ながら楽しい会にしていきたいと思っております

ので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

クラブ管理運営・親睦活動委員長 渡邉 髙治 

クラブ管理運営及び親睦活動委員長をさせていただ

きます渡邉です。 

入会してから 1年しか

経っておりませんが、

東会長の「ロータリーの

楽しさは学びの楽しさ」

にこだわり、当クラブの

親睦を深めるために、

皆様の知恵をお借りし

ながら、全員参加のクラ

ブ運営に努めてまいり

たいと思います。 

中島みゆきの「糸」という歌に例えるなら、私たちが縦

糸、皆様が横糸となって、一年後には大きくて丈夫な

布を作り上げられるよう頑張りますので、どうか皆様の

ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

・8月、9月のプログラムについて 

・7月 23日家族同伴夜間例会について 

・親睦旅行（日帰り）について 

・ガバナー訪問について 

 

 

東君   東年度がスタートいたしました。至ら

ぬ点ばかりで御迷惑をおかけすること

もあるかと存じますが、精一杯務めさ

せていただきます。 

菊田君  今日から新年度、よろしくお願いしま

す。 

江原君  本日から新年度ですね。東会長、菊田

幹事、小林 SAA、他各役員、各委員長

の皆様、一年間宜しく御願い致します。 

古谷君  清水直前会長、一年間おつかれさまで

した。引き続き東新会長ヨロシクお願

いします。 

浜野君  東年度の船出の日ですネ。皆で協力し

て楽しいロータリーライフにしていき

ましょう。会員誕生、夫人誕生のプレ

ゼント品をノエビア化粧品を使って頂

いて有難うございます。親睦委員の渡

邉さんと相談して決めさせて頂きまし

た。人気のある商品や家族で使って頂

ける商品にしました。 

寶積君  東会長、応援致します。最良の一年を！ 

稲見君  東会長年度の出発です。是非楽しいロ

ータリーにして下さい。 

稲見君  妻の誕生日祝、ありがとうございます。 

小島君  東年度船出おめでとうございます。一

年間宜しくお願いします。 

栗原(成)君東年度が楽しいロータリーになります

様期待しております。 

益子君  東年度、遂にスタートですね。全力で

応援させていただきます。 

宮岡君  東会長、菊田幹事、一年間よろしくお

願い致します。 

沼崎君  東年度、プログラム委員をやります。

会員の皆さんの協力をお願いすること

になります。宜しくお願いします。 

小幡君  東会長、一年間よろしくお願いします。 

奥富君  東年度、役員の皆様、よろしくお願い

します。 

佐々木君 東年度が実りのある一年となるよう願

っています。 

清水(武)君新年度、東会長、菊田幹事、よろしく

お願いします。 

田端君  新年度、東会長、本年度どうぞ宜敷く

お願い申し上げます。 

田中君  妻の誕生祝ありがとうございます。76

才になりました。 

 

◆ 次の例会 ◆ 
7月 16日（火） 例会取り止め（定款 8-1-C） 

7月 23日（火） 例会臨時変更 

                 家族同伴夜間例会 

       場所： 狭山東武サロン 

       時間： 18：00より 

定例理事会（例会終了後） 


