
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

第 954回(7月 2日)例会の記録  
 

点 鐘     栗原憲司会長  
合 唱     国歌斉唱、奉仕の理想 
第２副ＳＡＡ  寳積君、片山君 
ビジター    米山記念奨学生 金強重君 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
34名 30名 88.24％ 80.00％ 

 
 
 
 
 
いよいよ栗原年度がスタートする。例会に先立ち、

前年度若松会長・幹事より、バッジと襷がバトン

タッチされ、前年度会長・幹事・ＳＡＡに対し、 
労をねぎらい記念品が贈られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  会長の時間       栗原(憲)会長 
本日より一年間、会長職を仰せつかることにな

りました。会員皆様の意見を取り入れまして、毎

週例会が楽しくなるような、中央ロータリークラ

ブにしたいと思っております。 
20 周年が過ぎまして、今年は 21 年目になりま
す。歴史ある狭山中央ロータリークラブの会長と

して恥じないように、しっかりと会長職を全うし

たいと思っております。役員の皆様にはこれから 

一年間、色々とご苦労をかけるかと思いますが、

宜しくお願い致します。 
最近テレビで騒がれておりますが、富士山がユ

ネスコの世界文化遺産となりました。このニュー

スを聞き、私も茶畑から富士山を見まして、中央

ロータリークラブの会長として、今年一年間上手

く行くようにお願いを致しました。まだ不慣れで

申し訳ありませんが、今後とも宜しくお願い致し

ます。 
 

  幹事報告                稲見幹事 
1. 国際プリオプラス委員長よりのパートナーシ
ップ拡大について 

2. 第３グループ会長・幹事会費用振込について 
3. 今年度役員・理事のお知らせ 
     飯能ＲＣ 
4. 入間川七夕まつり協賛依頼について 
5. 夏の交通事故防止運動に係る広報啓発活動協
力依頼について 

6. 第３回青少年を育てる狭山市民会議理事会開
催について 

7. 例会変更 入間ＲＣ 所沢ＲＣ  
       所沢中央ＲＣ 新所沢ＲＣ 
 
 
米山記念奨学生 金強重君 
 奨学金ありがとうござい 
ます。 
最近、何週間か前から韓国

の留学生に日本語を教える

ボランティアを始めまた。韓

国人の中では日本にいて慣

れない難しい日本語で検索できずに失敗して帰国

する留学生が割りと多かったので、日本語の支援

をしたいと始めましたら、凄く反応が良く、学生

たちに好評を受けている中で、韓国人に日本語を

しっかり教えることによって、日本に韓国人留学

生が定着して活躍していけるように支援していく

ようになりたいと思います。これからも皆様のよ

うにボランティア等に興味を持って、積極的にし

ていきたいと思います。 
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  委員会報告    
)

創立２０周年記念パーティー収支報告)

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 寳積実行委員長)

お手元にお配り致しました報告書の通り、収支決

算はピッタリです。 
 狭山ケーブルテレビに撮って頂きました当日の

ＤＶＤが届きましたら、是非もう一度ご覧になっ

て頂きたいと思います。 
 
 
・・・・クラブ協議会・・・・ 

≪ 就 任 の 挨 拶 ≫ 
栗原会長)

就任の所感と方針を述

べさせて頂きます。 
2013 年~2014 年度の会長
に就任することになりま

した。会員皆様のご支援と

ご協力を宜しくお願い致

します。今年度の RI 会長
のロン・D・バートン氏は
「ロータリーを実践し、み

んなに豊かな人生を」というテーマを掲げており

ます。第 2570地区中井眞一郎ガバナーは、「変革・
継続・簡素・充実のバランスのとれた地区の運営

を目指します」と言っております。狭山中央ロー

タリークラブも今年は 21年目となりました。会員
増強に力を入れ、充実した会の運営にしていきた

いと思っております。 
今年の活動方針ですが、クラブ管理運営と致し

ましては、例会運営を楽しく、そして出席率を向

上させたいと思っております。また親睦旅行やゴ

ルフ、クリスマス等を充実させ、会員の親睦を図

り、会の活性化につなげていきたいと思っており

ます。また会員増強ですが、昨年は会員が 6 名拡
大致しまして、地区では驚かれるような成果を上

げております。今年もそれを引継、3~5 名の拡大
を目指しております。またロータリークラブは職

業奉仕が原点でありますので、職業奉仕を実践し、

活動していきたいと思っております。 
社会奉仕は例年通り、地域交流フリーマーケット

に参加し、その収益金を市内の 8 施設、そして震
災の復興支援等に寄付し、活動していきたいと思

っております。そして国際奉仕ですが、継続事業

である「モンゴル国干ばつ防止プロジェクト」を

進めていきたいと思っております。 
次にロータリー財団、米山記念奨学のクラブ年次

寄付は予定通り今年も行います。その他の各部門

も例年通り継続に取り組んでいきたいと思ってお

ります。 
以上が今年の所感と方針となります。役員の皆様

には色々とご迷惑をお掛けするかと思いますが、

宜しくお願い致します。 
 
 
宮野幹事)

幹事になりますと、ク

ラブ幹事要覧を頂きます

が、この要覧の中で、幹

事の任務は「クラブの効

果的運営を支える事」と

書かれております。具体

的には記録の管理、通信、

連絡があり、そして何よ

りも大切なものは、クラ

ブリーダーとの協力と書かれております。この中

のクラブリーダーとは、会長、会計、クラブ管理

委員長を中心とする、各委員会の委員長さんだそ

うです。 
私の仕事は、会長の決定事項を速やかに皆さんに

お伝えし、粛々と実行できるようにすることです

が、これが非常に大変でありまして、今どのよう

に速やかにお伝えすれば良いのかと非常に悩んで

おります。今日も早速 RIの事務局から、私のパソ
コンにリーダー（役員、会長）に宛てたメールが

きております。A4版にして約 8ページのメールで
すが、この中にロータリー財団の「未来の夢」と

いう計画にある 3 つのプロジェクトの準備ができ
ているかと書かれておりましたが、しかし大変申

し訳ないのですが、全くよくわかりません。読ん

でもわからず、皆さんにどのようにお伝えするど

ころではなく、少し勉強しなければと思っており

ます。これは今年からの計画で、ロータリー財団

の活動が RI の大きな活動ということで、RI のガ
バナー事務所からどんどん連絡がくるのではない

かと思っております。非常に難しく、よく勉強し

なければならないと思っており、そうしたことを

かみ砕いて皆さんにご報告するのが、私の役割で

すので、一生懸命勉強し、お伝えしたいと思いま

す。 
そして個人的なことですが、仕事、そしてプライ

ベートもかなり混乱しておりますので、大変至ら

ないことばかりで、会員の皆様にご迷惑をお掛け

することが非常にあるかと思いますが、どうぞご

協力の程、宜しくお願い致します。 
 
 
高田副会長)

クラブ内の人事異動で

こういった形となりまし

た。一年間宜しくお願い

致します。 
先ほど会長が富士山の

話をしましたが、1ヶ月ほ
ど前に、山梨県の県立科

学研究所というところに

行ったのですが、東南アジア等、外人さんが沢山



おりました。何だろうと思っておりましたら、富

士吉田や河口湖は富士山の何とかであるというこ

とで、ああいったところはお客さんがいますので、

火曜日でなければ駄目ということがあり、時々欠

席を致します。宜しくお願い致します。 
そして新しい会員さんも、若いも年もありません

ので、少しわがままを押さえて自由に言いたいこ

とを言って頂ければと思います。 
 
)

石川ＳＡＡ)

一年間、栗原会長をサポ

ートし、スマートな司会進

行ができれば良いと思っ

ております。また仕事がら

どうしても年間の 1/3は欠
席してしまいそうなので、

皆様のご協力を宜しくお

願い致します。 
 
 
小島クラブ管理運営委員長)

クラブ管理運営委員会の

役割である、効果的なクラ

ブ運営を心掛け、地域社会

への奉仕及び、会員の維持

を目的に、会長方針の充実

した会の運営を目指します

と掲げさせて頂きました。

役員さん、及び会員の皆様

と協力しあって、楽しいク

ラブ運営が出来れば良いと思っております。宜し

くお願い致します。 
 
 
沼崎公共イメージ委員長)

年度計画書 27 頁に、前
年に引き続き似たような

文章を書かせて頂いてお

ります。ロータリーとは何

か？何をするクラブなの

か？どんな人が参加して

いるのか？ということが、

思いのほか知られており

ません。こうした人を一人でも減らし、私たちの

活動を見て頂く、さらには活動に加わって頂く、

こうしたことを目標に公共イメージをアップして

いきたいと思います。手段と致しましては、以前

から行っている CATVや、その他色々な広報を通
じまして、是非少しでも今まで以上に皆さんに知

って頂く努力をしたい、このように考えておりま

す。 
 
 
 

古谷会員増強委員長)

一年間お世話になりま

す。 
私が 2 年前に会長をさ
せて頂いた時には、今の栗

原会長と同じような気持

ちで、これからどうなるの

だろうか不安で一杯だっ

たのですが、一年経ってみ

ると今の若松さんの気持ちと恐らく同じで、すが

すがしい気持ちでありました。誠にお疲れ様でし

た。今回、会長・幹事さんを始め 4 名の方は、一
年間気楽にやって頂きたいと思います。素晴らし

い会長・幹事さんの名コンビですので、きっと上

手く行くと思っております。 
昨年は中谷会員増強ということで、6 名と大変
大勢の方に会員になって頂き、本当にこの会は盛

り上がってきたと思います。先ほどの会長のお話

にもありましたが、あと 5 名位増加できればいい
と思っております。それには私だけでなく、皆様

一人一人に会員拡大の気持ちをより一層持って頂

きたいと思います。昨年は中谷さんが素晴らしい

号令をかけて下さいましたが、私は号令が下手か

もしれませんので、その都度色々とお願いするこ

とがあるかと思いますが、宜しくお願い致します。 
また昨年は女性に何名か入って頂き、だんだん

と時代も女性の時代になってきているようでござ

います。色々な会を見ると、女性の会長や役員、

女性の方が非常に多くなってきているようです。

この会でも早く、女性の会長さんがでれば良いと

私も思っており、その時には絶大に応援したいと

思っております。どうか女性の会員さんには、会

長さんを目指して頑張って頂きたいと思います。 
私の一年間の会員拡大の抱負ですが、p.28に載っ
ておりますので、後程ゆっくり読んで頂ければと

思います。一年間、素晴らしいロータリーの活動

が出来れば良いと思っております。 
 
 
栗原(成)奉仕プロジェクト委員長)

若松前会長、稲見前幹事、

一年間大変お疲れ様でし

た。大変な事業をこなして

こられて、よい 20周年で
あったと思っております。

今年はそれに負けないよ

うに、栗原年度を支えてい

くつもりでございますの

で、栗原会長、宮野幹事、

どうぞ引っ張っていって下さい。 
私は今年、奉仕プロジェクトの委員長と職業奉

仕委員会の委員長を承っております。p.23に組織
図がありますが、全部で 6 つのプロジェクトがあ
り、そのうち奉仕プロジェクトは、職業奉仕委員

会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年育



成奉仕委員会と 4 つの大きな委員会を受け持って
おります。各委員長には社会奉仕・佐藤圭司さん、

国際奉仕・若松さん、青少年奉仕委員会・東さん

ということで、私含めて 4 名の委員長さんには頑
張って頂きたいと思っております。 
全体的には、奉仕プロジェクトでは、過去色々

な事業を中央ロータリーはやって参りました。 
35頁に書いてありますが、「水と衛生」「経済と
国際社会の発展」ということで、モンゴル国への

植樹を昨年から始めました。これは継続事業でご

ざいます。財団のマッチング・グラントの資金は

90%おりたと確信致しますと、100 万円以上資金
が入ってくると思われ、3 年に渡ってモンゴルに
植樹を続けることになるわけです。是非この件に

関しましても、ご協力を願いたいと思います。 
個人的な話ですが、知人がモンゴルで仕事をして

おりまして、彼はモンゴルの草原にそばを植えた

いと話しております。一年やったそうですが、収

穫を少し間違えたら全滅だったということで、も

し合わせてそばを育てて日本に輸出するというこ

とになりますと、現金収入につながっていくわけ

で、又植樹とは違った観点でモンゴルへの協力が

出来るのではと考えております。 
そしてビル・ゲイツの提案の前から始まってい

た「ポリオ・プラス」が最終段階でございます。

私たちの寄付金で、小児麻痺という病気を根絶す

るということになってきたことは、ロータリーに

入ってとても嬉しいことだと思っております。こ

れも皆さんの会費の中から自動的に徴収されます

ので、宜しくお願い致します。 
「地域社会への貢献」「母子の健康」これも、我々

ロータリーが仲間を組んでやっていくためには非

常に大切なことでございます。大生病院に於ける

フリーマーケット、これは恒常的な事業というこ

とで、これも成功させ、また寶積先生の配慮で予

備日まで作って頂いたということですので、社会

奉仕の方でも是非頑張ってもらいたいと思ってお

ります。 
そして既に 3 年の事業が終わってはおりますが、
基本的教育と識字率の向上、ネパールの小学校建

設なのですが、まだ国際ロータリーではこの事業

について進行しておりまして、私たちの会費の中

から識字率向上という名目の中で、会費が徴収さ

れておりますので、こちらも継続しているという

認識をして頂きたいと思います。 
最後になりますが、日本の中で子供たちが意外

と貧困で、学校に行けないというニュースを聞き

愕然と致しました。かなり優秀な子供達が、学資

が足りず、最高の教育を受けられないというニュ

ースです。こちらは私自身もう少し研究致しまし

て、出来ましたらガバナー訪問の時に中井ガバナ

ーに、一つのクラブではできない事業ですので、

交換留学生も米山奨学生も結構ですが、おひざ元

の日本の子供たちにもう少し国も、ロータリーも

目を向けていく必要があるのかと感じ、あえて書

かせて頂きました。 
今年は地に足が着いたロータリーを栗原会長に

お願い致しまして、私の委員長としてのご挨拶と

させて頂きます。宜しくお願い致します。 
 
 
柴田ロータリー財団委員長)

今年度からロータリー財

団の委員長になった場合は、

3 年間継続でと言われてお
ります。そしてその最初の

年度が、「未来の夢計画」と

いうことで、これをこれか

ら 2570 地区は出発致しま
す。2770地区は既に行っております。 
私共の今の立場から申しますと、モンゴルへの奉

仕プロジェクトは行っておりますが、単年度を 2
回、2 年継続で単独事業を行ってきました。そし
て 8 月頃には結果が出ると思いますが、通れば来
年度を 1年次目とし、向こう 3年間行うことにな
り、そうすると継続で 5 年間干ばつ防止プロジェ
クトの実施が進むこととなります。追々の中で説

明しながら、行くべきところは行き、手を抜くと

ころは抜いて、モンゴルの方たちにしっかりと植

樹事業に走って頂こうということでございます。 
ロータリー財団の立場からすると、マッチング・

グラントをしっかり実施していくことが一つの大

きな事柄であります。 
また夢計画がまた新たにできまして、これは今

年度申請をしましても、翌々年度のお金が落ちて

くるということ、そのため 3 年間継続して委員長
をするようにという指導を受けております。この

ように長丁場になってきまして、ロータリー財団

というものは、きついお仕事になるかと思います。

今年度、しっかり対応していきたいと思います。

宜しくお願い致します。 
 
 
中谷米山記念奨学会委員長)

昨年、キム君のカウンセ

ラーをさせて頂いており

ましたので、少し米山のこ

とは知識がありますが、今

年一年しっかりと勉強を

させて頂こうと思ってお

ります。 
ここ数年、東日本大震災

や会員の減少に伴いまして、米山の浄財が非常に

減少しております。今年度も日本全体で言います

と、奨学生が昨年に比べまして 100名減の 700名
ということになっております。米山記念事業とは、

皆さんのご協力によって支えられていると思いま

すので、ご協力をお願い致します。 
また、我々のクラブの個人平均寄付金なのですが、

これは非常に優秀でして、2570地区においてもい



※ 次の例会 第 2副 SAA 栗原(成)君 益子君 
７月１６日(火)  12：30～13：30 
国際ロータリー第２５７０地区 
第３グループガバナー補佐訪問  室 伏 秀 樹 様 

                 

つも上位におります。これも皆様のご協力のお蔭

だと思っております。そして今年度の米山の寄付

は、例年通り実施していくつもりでおります。 
また個人の特別寄付ですが、これは米山にとって

非常に大事な財源ということで、協力しなければ

ならないのですが、これは個人の善意の寄付です

ので、私の方から中々言いづらい所もあります。

しかし今年度の年度計画書には私を含めまして 3
名以上お願いしますと書かせて頂きました。皆様

のご協力を期待してお待ちしております。 
先ほど栗原さんがお話したように、奨学の件で

すが、ある国に偏った所があり、これはセミナー

に行きますと、皆さんの意見として出るとこです。

それと合わせまして、日本の学生の方にも、奨学

金を出したらどうかという意見も色々とでており

ます。しかしこれは財団の主旨を少し変えなけれ

ば難しいということから、すぐには出来ないかと

思いますが、是非考え、制度の見直しを図って頂

きたいと思います。 
今年一年間、頑張ってこの役目をやらせて頂くつ

もりでおりますので、皆さんのご協力を宜しくお

願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
栗原(憲)君 今年一年間よろしくお願いします。 
宮野君 いろいろあるとは思いますが、一年間よ

ろしくお願い致します。 
江原君 栗原新年度、役員の皆様また会員の皆様、

一年間よろしくお願い致します。 
古谷君 前年度会長・幹事・役員さん、一年間ご

苦労様でした。新年度会長・幹事・役員

様、気楽にやって下さい。皆で頑張りま

しょう。 
浜野君 夫人誕生でノエビアの化粧品をお使い頂

きありがとうございます。今年は小島委

員長のご提案で、ネイルとフェイスパウ

ダーにさせて頂きました。新年度役員の

皆様、一年間頑張って下さい。協力して

行きますので、何でも言って下さい。 
稲見君 一年間よろしくお願いします。 
 
 

小島君 栗原年度、親睦活動委員長をさせて頂き

ます。皆様ご協力をよろしくお願いしま

す。 
栗原(成)君 栗原年度のスタート、おめでとうござ

います。今年も楽しいロータリーにする

様、お願いします。 
守屋君 栗原年度の初日に際し、誠におめでとう

存じます。 
中谷君 栗原会長、宮野幹事、役員の皆さん一年

間よろしくお願いします。 
沼崎君 ７月中の例会３回連続休みます。栗原晋

会長の下、ガバナー補佐、ガバナー訪問

両方共出席できません。悪しからずお許

し下さい。 
小幡君 栗原憲司会長、一年よろしくお願いしま

す。 
奥富君 2013～2014年度、役員の皆様よろしくお

願いします。 
坂本君 栗原会長並びに役員の皆様、一年間ご苦

労様です。 
高田君 一年間よろしくお願いします。 
吉川君 会長・幹事・役員の皆様、一年間お身体

に気を付けて、よろしくお願い致します。

宮野幹事さん、今日は一段とおきれいで

す。 
会員誕生祝 栗原(憲)君 若松君 
夫人誕生祝 稲見君 田中(八)君 若松君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


