
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［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 1223 回 ( 7 月 9 日) 例会の記録 
 

点  鐘  東美栄会長 

合  唱  四つのテスト 

第２副ＳＡＡ  浜野会員 寶積会員 
 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

30名 21名 80.77％ - 

 

 

 

東 美栄 会長 

 

トイレの神様に愛された 

ロータリークラブ 
襟の歯車マークは「世の中

のためにいいことをしよう」

の意思表示です。もっとも

黎明期のロータリークラブ

のマークは歯車ではなく

「馬車の車輪」でした。今日の見慣れたマークになる

のはもう少し後のことです。 

 

さて、今でこそ「学びと奉仕」のロータリークラブですが、

設立当初は少々違ったようです。会員の利益増大が

第一。そのための会員間の親睦。会員同士が利便を

図り合う事を目的とする相互扶助の集団でした。 

そんなロータリーに奉仕の概念を持ち込んだ人物が

いました。ドナルド・Ｍ・カーターです。 

入会を勧められ、はじめは乗り気だったカーターです

が、クラブの定款を読んだ途端態度が一変します。

「利己的な組織に永続性はない。ロータリークラブが

生き残り、かつ発展することを望むならば、クラブの存

続を正当化する何かしらをしなければならない。何ら

かの奉仕をするべき。自分達の利益しか考えないクラ

ブに魅力はない！」とあっさり入会を拒否してしまいま

す。この「カーター事件」がロータリークラブにとって大

きな転機となります。創設者ポール・ハリスの英断もあ

り、ロータリークラブの定款に「奉仕」の文字が加わる

こととなりました。 

 

ロータリークラブ史上初の社会奉仕といえば「公衆トイ

レの設置」です。「公衆便所設置委員会」が設けられ、

カーター氏が委員長に就任したものの、実現までの

道のりは平坦なものではありませんでした。当時、街

中でトイレを提供していたのは百貨店と酒場です。女

性はトイレを借りるために化粧品を買い、男性は一杯

の酒を注文していました。そこに無料の公衆トイレなど

作られては商売あがったり。断固反対！となったわけ

です。 

しかし、ついに公衆トイレは設置されました。 

こうしてロータリークラブの「世の中のためにいいことを

しよう」はトイレから始まりました。 

 

今日ロータリークラブは世界中に広がっています。 

「トイレの神様に愛されると出世する」と言いますが、こ

の世界規模での大発展を見るにつけ、つくづく「ロー

タリークラブはトイレの神様に愛されたんだなぁ」
と思うのです。 

 

 

 

< 佐々木康 副会長 > 

Ｒ財団部門委員長 茂木聡 様 

Ｒ財団グローバル補助金奨学候補生 岩瀬風香 様 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

本日のお客様紹介 



 

 

 < 菊田邦彦 幹事 > 

・8月のプログラムが理事会で承認 

・ガバナー補佐訪問 11月 5日（火） 

 ガバナー訪問 11月 12日（火）に決定 

・親睦旅行（日帰り）11月 14日（木）に決定 

・各会員へ預り金収支の通知 

・受贈会報  

 所沢 RC 所沢西 RC 飯能 RC 

・回覧 

 事務局員出勤日変更のお知らせ（所沢 RC） 

 例会変更のお知らせ（飯能 RC 入間南 RC） 

 ＡＡＲニュース 7月号 

 

 

 
・Ｒ情報・雑誌委員会      < 稲見淳 委員長 > 

 「ロータリーの友 7月号」の紹介 

 【横組み】 

  RI会長ﾒｰｯｾｰｼﾞ･会長紹介･ﾃｰﾏ（表紙･P5-20） 

 【縦組み】 

  ｶﾞﾊﾞﾅｰの横顔「責任感ある社会奉仕実践人」 

  鈴木秀憲ｶﾞﾊﾞﾅｰ（P26） 

 

 

 

２０１９～２０２０年度役員・委員長就任挨拶 
 

 

出席向上委員長 守屋昭夫 
私はロータリーが大好きです。皆様もそうでしょうが、

こちらに来ると色々な

方に会えるし、皆優しく

してもくれるのでとても

楽しいです。 

出席向上委員長として

は、出席率はあまり神

経質にならずにやって

いこうと思っています。

皆様一年間宜しくお願

い致します。 

                        

会員増強委員長 田端都女子 
今年度会員増強委員長を務めさせて頂く事になりま

した。 

人を増やすということ

は大変な事です。 

私は人と人との繋がり

が人を育てていくと思

っていますので、一日

一社（一人）に声掛を

したり、現在行っている

“こども食堂”を通じて

ふれあいや交流を広げていきたいと思っています。 

今年は様々な交流をしながら仲間作りをしていきます

ので、皆様宜しくお願い致します。 

 

Ｒ雑誌・雑誌 稲見 淳 

「ロータリーの友」を通じ、会員のロータリークラブへの

理解と関心を深めるた

めに、興味深い記事等

を例会時に紹介します。

会員相互が情報を共

有して、ロータリー活動

の活性化をしたいと思

います。 

 

 

 

 

会計 益子伸明 

今年度、会計を仰せつかりました益子です。よろくお

願いします。 

会計は、クラブ資金を

管理し、クラブの奉仕

活動や募集活動、ロー

タリー財団の支援を行

う上で、会長・幹事・事

務局と連携を取って進

めてゆく大切な役割と

考えています。 

当然、ＲＩ本体やＲ財団、

2570 地区、ロータリーの友などへの支払いに関しても

効率よく取り組むため連携を密にとって臨みます。 

また、近年は多くの業務がＲＩのホームページ内のマ

イロータリーから進むページでクラブの運営を行うこと

が多くなっています。会長賞に関してはマイロータリ

ー内のクラブセントラルというページで入力、編集する

こととなっています。ここでの作業も会長・幹事・事務

局との連携が必要となっています。 

そして近年ではプロジェクトのリスク管理に関しても会

計の担当となっています。クラブの資産を守り会員や

関係者を守るという考えが、保険加入も含めて担当職

務となります。 

また、青少年プログラムのリスク管理も同様に会員以

外への危機管理プログラムの立案が望まれています。

危機管理のための外部業者との契約も望まれていま

す。これらの業務は当然会計一人では対応できませ

ん。 

先ほどからの繰り返しになりますが、会長・幹事・事務

局と連携を取り、一年間務めさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

委員会報告 



プログラム委員長 沼崎正徳 

東年度のプログラム委員長を担当することになりまし

た沼崎です。東会長の

方針に基づき例会の

プログラムを組み立て

る役です。 

例会は会員の努力に

より楽しくためになる物

にしたいと言う前年の

柴田プログラム委員長

は清水年度の方針で

基本的に同じ趣旨で

外来卓話を中心に実施しました。私も基本は同じで

すが、会員卓話をもっと取り入れたいと考えています。

これは別の言い方では会員全員に卓話の機会を持っ

て頂くと言う事、勿論これでは不十分ですから、会員

の紹介による外来卓話も歓迎です。私自身も担当さ

せて頂く事もありますが、しばらくスピーチをされてい

ない会員さんもその存在をアピールして頂くチャンス

になると思います。題材は基本的に自由、「私は何者

であるか」も大きなテーマでしょう。自分の商売の内容、

さらにその宣伝でもかまいません。ご自身のルーツを

話して頂くのも良いと思います。ご自身の趣味の話も

大いに結構です。 

さらに私は最近新聞に出てくる理解しにくい事柄につ

いて解説して頂ける方がいらっしゃったらものすごく

有難いと思っています。ご自身でも、また紹介でも大

歓迎です。 

後を絶たない「振り込め詐欺」 の防止策。連続する

老人の自動車事故。暴走、迷走、逆走の現実。免許

証返納の奨め。「5G」とは何ぞや。老後資金 2000 万

円の問題。まだまだたくさんあると思います。どなたか

紹介も含めて担当して頂けないでしょうか。 

題材はここに挙げた以外でもいろいろあると思います。

よろしくお願いします。 

 

ＳＡＡ 小林奈保絵 

日本のロータリーでは、「会場監督」と翻訳されている

という SAA。 

SAA の起こりは中世に

遡りリチャード 1 世

(1157-99 年)がイギリス

の王位に就いた 1189

年、自分のそば近く警

護の任につく 24 人の

護衛隊を組織しました。

この官職を SAA といい、

現在でも英国王室の

護衛に当たったり、法廷や議会の秩序を維持する役

目を果たしているという事です。 

例会会場の気品と風紀を守り、秩序を維持するため

の役割を担う大役ですが、狭山中央ロータリークラブ

初の女性会長、東会長を SAA として、支えていくこと

ができれば幸いです。 

 

クラブ公共イメージ委員長 若松泰誼 

先日開催された地区協議会で、公共イメージ委員会

はすべての委員会と協

力してクラブイメージを

よくしてくださいというこ

とでした。 

当クラブの公共イメー

ジを上げるために、現

在行っているこども食

堂の支援、フリーマー

ケットの参加を狭山市

広報やケーブルＴＶ取

り扱ってもらうよう交渉していきたいと考えていますの

で、皆様の協力を宜しくお願い致します。 

 

奉仕プロジェクト・職業奉仕委員長 小島美恵子 

奉仕プロジェクト委員会は、職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕、青少年奉仕

の各委員会の目標を

達成する為に、連絡を

取り合いながら努力し

てまいります。 

職業奉仕委員会は

「倫理観をもって職業

を行うこと自体が奉仕」

の精神を高め、自分と

自分の職業を磨くこと

を目標とし、会員卓話や企業訪問等さまざまな機会を

通じ「職業奉仕」に理解を深めたいと考えます。 

会員それぞれが理解を深め、更に向上することにより

社会貢献につながると思います。 

皆様、一年間宜しくお願い致します。 

 

社会奉仕委員長 浜野貴子 

今年度は東会長の方針に基づき、狭山でのロータリ

ーの認知度の向上につながる社会奉仕活動を行って

いきたいと思います。 

1.恒例の「フリーマーケ

ット」に参加し売り上げ

を市内の社会福祉施

設等に寄付します。 

2. 財団の地区補助金

を用いて「こども食堂」

へ還元していきます。 

3. 世界遺産、無形文

化遺産登録、地区の

「アイバンク」、ブライダル事業の協力と普及を図りた

いと思います。 

 

国際奉仕委員長 柴田譲 

過去、ネパールの学校への寄付、モンゴルの植樹等

を行ってきましたが、今のところ本年度の活動計画は

ありません。 



個人的には、縁あって

Ｒ財団グローバル補助

金奨学候補生である岩

瀬風香さんのカウンセ

ラーをさせていただき

ますので、ロータリーの

ありかた考えかかた等、

色々体験をしていただ

きながら伝えていけた

らと思っております。 

 

青少年奉仕委員長 古谷博 

昨年に続き青少年奉仕委員長を務めさせていただき

ます。前年度はフランス

の交換留学生を預かり、

とても楽しくまた自分自

身の勉強にもなりました。

今年度も青少年の健全

育成に協力をしていき

たいと考えておりますの

で、一年間宜しくお願

い致します。 

 

 

Ｒ財団委員長 江原伸夫 

3 年連続になりますが東年度もＲ財団委員長を務めさ

せていただきます。 

2013-14 年度から導入

された「未来の夢計画」

により、ロータリー財団

のプログラムは「ポリオ

プラス」「ロータリー平

和フェローシップ」「補

助金」の三つに整理さ

れ、より効果的で効率

の良い支援を目指して

います。国際ロータリー第 2570 地区の委員会は、昨

年同様茂木聡委員長を中心に各プログラムを推進す

るため、＊ポリオプラス小委員会 ＊資金推進小委員

会 ＊補助金小委員会 ＊資金管理小委員会 ＊奨

学学友・平和フェロー小委員会 の5つの小委員会を

設け活動していくという昨年度と同様の方針です。 

狭山中央ロータリークラブの今年度も、昨年度同様、

●寄付を資金とし、プログラム参加により、地域、国際

社会への貢献をします。 

●財団への寄付金については主旨を理解し、義務を

果たします。 

●個人の寄付については会員の善意を尊重します。 

という三項目を継続していく方針です。 

今年度も各部門委員長との連携を強化し、東会長を

中心としてそれぞれの目標をクリアすべく、会員の皆

様の理解と協力を仰ぎながら共に推し進めていく所

存です。宜しく御願い致します。 

 

 

      

 

Ｒ財団部門委員長 茂木聡様 

ロータリー財団グローバル補助金奨学候       

補生の岩瀬風香さんと一緒にご挨拶にま

いりました。スポンサークラブﾞとして一年

間宜しくお願い致します。 

東君   ロータリー財団委員長 茂木聡様、グロ

ーバル補助金奨学候補生 岩瀬風香様、

狭山中央ＲＣへようこそ！ 

菊田君  ロータリー財団委員長 茂木聡様、グロ

ーバル補助金奨学候補生 岩瀬風香さ

ん、ようこそいらっしゃいました。今

日の例会どうぞ楽しんで下さい。 

江原君  ロータリー財団委員長 茂木聡様、グロ

ーバル補助金奨学候補生 岩瀬風香様、

本日はようこそおいでいただきました。

今日一日宜しく御願い致します。 

浜野君  ロータリー財団委員長 茂木聡様、グロ

ーバル補助金候補生 岩瀬風香様、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。 

小林君  茂木ロータリー財団部門委員長、岩瀬

風香さん、よくおいでいただきました。

クラブ協議会、皆さんのご協力御願い

致します。 

益子君  地区Ｒ財団 茂木委員長、Ｒ財団グロー

バル補助金奨学候補生 岩瀬風香様、よ

うこそいらっしゃいました。本日 2回

目のクラブ協議会、各役員、委員長の

皆様よろしくお願いします。 

沼崎君  茂木ロータリー財団部門委員長、留学

される岩瀬さん、ようこそ当クラブへ

いらっしゃいました。今年はプログラ

ム委員長を担当します。よろしくお願

いします。 

佐々木君 ロータリー財団委員長 茂木聡様、岩瀬

風香様、本日はようこそ当クラブへお

いでくださいました。よろしくお願い

致します。 

柴田君  この度は、地区のロータリー財団委員

長 茂木聡様、グローバル補助金奨学候

補生 岩瀬風香様、ようこそ私達クラブ

へおいでいただきました。小生がカウ

ンセラーをお受けしました。宜しくお

願いします。 

田端君  ロータリー財団委員長 茂木聡様、グロ

ーバル補助金奨学候補生 岩瀬風香様、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。本

日早退させて頂きます。 

若松君  お陰様で今年も女房共々お誕生日を迎

える事が出来そうです。お祝いありが

とうございました。 

 

 
◆ 次の例会 ◆  8月 13日（火） 例会取り止め（定款 8-1-C） 

8月 20日（火） 第 2 副 SAA：小島会員 小室会員 

                           外来卓話：フリーアナウンサー 渡辺弥生様 

 


