ロータリーは機会の扉を開く
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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
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幹 事 森
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 小谷野君、柏木君

・点 鐘 田辺会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト斉唱 山川職業奉仕委員長
・卓 話 ガバナー補佐 西澤長次様
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・西澤ガバナー補佐様、本日は有難うござい
ます。卓話よろしくお願い致します。
田辺会長、
髙橋会長エレクト、
矢島（高）副会長
森幹事、
本橋ＳＡＡ、
前島君、
小川君
・入会記念日お祝い有難うございます。
大木君、
小川君、
小谷野君、
中里（忠）君
田辺君、
吉田（行）君、
加藤君、
大﨑君、
土屋君
・誕生日お祝い有難うございます。 髙橋君
吉田（健）君、
天ヶ瀬君、
小谷野君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
山川君、
大野（康）君、
中里（忠）君、
小谷野君
本日計５３，
０００円、累計額１７４，
０００円。
◎１２日例会当番は神田（敬）、川口会員です。
【会長報告】
西澤補佐には１１時よりクラブの帳簿、
方針
等ご確認頂きました。有難うございました。
吉澤会員のお母様が８６歳ご逝去、
ご冥福を
お祈り申し上げます。昨日クラブを代表して
弔問させて頂きました。
「一燈照隅」
「径寸十枚これ国宝に非ず一隅を
照らすこれ則ち国宝なり」
（『天台法華宗年分
学生式』）
。
私が得度した天台宗開祖伝教大師
最澄の言葉です。春秋時代、魏王が「私の国に
は直径一寸の玉が十枚あって車の前後を照ら
す。これが国の宝だ」
と言うと、
斉王はこう答
えた。
「私の国にはそんな玉はない。
だがそれ
ぞれの一隅をしっかり守っている人材が居る。
それぞれが自分の守る一隅を照らせば車の前
後どころか千里を照らす。
これこそ国の宝だ」

「賢は賢なりに愚は愚なりに一つのことを何
十年と継続していけば必ずものになるものだ。
別に偉い人になる必要はないではないか。社
会のどこにあってもその立場立場においてな
くてはならぬ人になる。その仕事を通して世
のため人のために貢献する。そういう生き方
を考えなければならない」
。
「一隅を照らす」
と
はその事だ。国も社会も会社も自分の外側、
向こう側にあるものと考えがちだがそうでは
ない。そこに所属する一人ひとりの意識が国
の品格を決め社会の雰囲気を決め社風を決定
する。一人ひとりが国であり社会であり会社
なのである。ＲＣも一人ひとりの意識が品格
を高めクラブの雰囲気を決めるのではないで
しょうか。
世界が激しく揺れ動く今こそ
「一隅
を照らす」生き方が求められています。
【幹事報告】
マスクケースを配付。
８月のロータリーレー
トは１ドル１０５円。公式訪問スケジュール、
理事会議事録のご確認をお願いします。
【委員会報告】
◎前年度出席向上委員長
川口君
出席率１００％の方２０名、１回お休みの方
７名に記念品を贈呈します。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 馬場出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
例会取消のため
修正はありません

【結婚・誕生日祝】
中山親睦活動委員
《７月》入会おめでとう
◇結婚記念日 塩川君
◇会員誕生日 塩川君、坂本（厚）君

◇夫人誕生日

坂本（厚）夫人、鳥居君のお母様

※今年度より独身の方はお母様の誕生日になります。

《８月》
◇入会記念日おめでとう
大木君、
増島君、
田辺君、
和泉君、
小川君
土屋君、
小谷野君、
吉田（行）君、
吉澤君
中里（忠）君、
大崎君、
加藤君、
五十嵐君
◇会員誕生日おめでとう
１１小谷野君、
２２吉澤君、
２４天ヶ瀬君
２５吉田（健）君、２６髙橋君
◇夫人誕生日おめでとう
３市川夫人、
１１中里（忠）夫人、
２１小谷野夫人
２２西澤夫人、
２４大野（康）夫人、
２６山川夫人
６塩川夫人
【ロータリーの友】
鈴木雑誌委員長
８月号より横組Ｐ３、ＲＩ会長メッセージ。
縦組Ｐ１１、
日高ＲＣの３名の方の俳句が掲載。
Ｐ１２、
「友愛の広場」
（入間ＲＣ）
所沢高校ＩＡＣ
認証状伝達式の様子が紹介されています。
【卓
話】
講師紹介
田辺会長
２００４年、
新狭山ＲＣ入会。
会長２回。
２０１８
年、
地区社会奉仕部門副委員長。
「（有）クリエイ
ト」代表取締役でいらっしゃいます。

ガバナ ー 補 佐 記 念 卓 話
２０２０－２１年度 国際ロータリー 第２５７０地区
第３グループ ガバナー補佐

西 澤 長 次 様（新狭山）
先程、
会長幹事、
事務局さんを交えて関係書
類の確認をさせて頂きました。全般にわたり
よく整理された素晴らしい内容でした。また
職業分類も幅広くきちっと充填されており、
改めて素晴らしいクラブだなと感じました。
２０１２－１３年度は安藤会長、
２０１８－１９年度は
島田会長と一緒に会長を務め、
その中で、クラ
ブ活性化に非常に真剣に取り組んでいらっしゃ
る事を知りました。補佐訪問は今日で４回目
なのですがこんなに活気があるクラブは無い
ですし皆さんいきいきした顔をしていらっしゃ
います。新狭山は１６名で増強もなかなか出来
ない中、飯能では８名が入会というのも本当
に素晴らしいと思います。昨年１１月には卓話
「ポール・ハリスの生涯 その７」を実施、地域
では子どものサッカーや卓球の支援もされて
いるとの事。
地区では半田様、
前島様にお世話
になりました。
今年度、
公共イメージ委員に和
泉様、
研修委員に小川様にご出向頂きます。
有
難うございます。
吉田（健）様、
木川様、
中里（昌）様
という大先輩もいらっしゃいます。風通しの
良いマスクまで頂き有難うございました。
私は比企郡都幾川村の生まれです。
１９５５年
に３村
（明覚村、
平村、
大椚村）
が合併したので
すが私は平村出身です。都幾川村の主な産業
は建具で、実家も農家と建具屋の兼業でした
が、
私は電気関係が大好きで、
小学校４年生位
から鉱石ラジオに興味を持ち、部品を購入し
ては組み立て、ラジオを聞くのがとても楽し
みでした。
その影響か、
今の仕事も電気関係で
す。
狭山で開業して今年で５３年目。
空調設備
の保守点検・修理（主に公共事業）と電気工事
業で、海外ではシンガポール、国内では空調
機の保守等で伊豆諸島の利島、新島、電気関
係で北陸、東海等にも参ります。
経歴として、
狭山市民生児童委員を１９８５年
から３年間、狭山市社会福祉協議会新狭山支
部長を７年間務めました。
その後、
狭山市社会

福祉協議会評議委員を２
年間、現在は埼玉県電気
工事工業組合所沢支部長
として所沢・入間・狭山を
総括して７年目です。
ＲＣ入会は２００４年で
１６年目です。
２年目には
ＳＡＡ、
３・４年目は社会奉
仕委員長、
５年目に幹事、
６年目に会長エレクト、
７
年目に会長を務めました。
地区では２０１３―１４年度
地域社会奉仕委員。
２０１４～１６年度地域社会奉
仕委員会副委員長。
２０１６～１８年度同委員会委
員長。
また、
前嶋修身ガバナーから相談されて
地区ＨＰを変更、現在も引き継がれています。
マイロータリー推進特別委員として飯能にも
参りました。第３グループのセミナーは智光
山で開催。
２０１８－１９年度は部門委員長と２度
目のクラブ会長とが重なり激務となりました。
やっとゆっくり出来ると思った次年度、新狭
山が地区研修協議会のホストクラブとなり、
私は実行委員長を任されてしまいました。狭
山中央ＲＣにも応援を要請。特に会場選びに
は苦労しました。西武文理、尚美学園、東洋大
学、武蔵野学院大学、星野高校と当たり、最終
的に東邦音楽大学に決定、準備万端整えたの
ですが結果的には新型コロナの影響で中止と
なってしまいました。相原ガバナーにご協力
を頂き、冊子とＤＶＤを各クラブに発送、会計
を済ませて私の任務も全て終了致しました。
時間がありましたら是非ご覧下さい。
地区大会に関して先日綿密な打ち合わせを
行い、
（１）来年に延期、
（２）予定通りの期日でコ
ロナ対応を考えて開催、
（３）中止、
の選択肢から
（２）
を決定。
１１／２
（月）川越プリンスで開催します。
４５０人入る会場ですがソーシャルディスタンス
を考慮し、最大２００人を目途にスクール形式
で実施。午前中は審議事項を３０分、
午後の本
会議は約３時間を予定しています。
会長幹事会もＲＩが推奨するＺｏｏｍを利用
したＷｅｂ会議を予定しており、ＩＭについて
協議します。
８／２８（金)１８時より、
会長幹事さ
んよろしくお願い致します。
医療機器メーカーの日機装（株）がノーベル
物理学賞受賞者と開発した技術を活用した
「空間除菌消臭装置」
に関する資料を配付しま
した。３０秒で９９．
９％のウイルスが不活化し
たとの発表もあります。当社が県内で唯一の
代理店となっているため、ご参考までにご紹
介させて頂きました。
相原茂吉ガバナーは「埼玉糧穀（株）」の代表
取締役です。大豆や牧草等の供給のみならず
千葉では
「菜の花とうふ」
の製造・販売、
長野県
木島平「（株）中沢牧場」では乳牛を２５０頭飼育
されています。慶應義塾大学商学部のご卒業
です。
公職として、
関東大豆卸商業組合連合会
会長、東日本穀物協同組合執行部理事、全国
穀物協同組合連合会理事、
（一財）
全国豆腐連
合会監事、
（一社）
霞ヶ関カンツリー倶楽部理
事、川越商工会議所常務委員。２００５年、川越
ＲＣに入会。会長、地区財団委員長、細井年
度ガバナー補佐を歴任し現在に至る。ポール
ハリスフェロー等多数。アルコールは飲まれ
ないとの事です。
公式訪問当日はプロジェクターとＰＣをご
用意頂き、訪問終了後には写真と原稿（３００
字以内）のデータを速やかに月信担当者まで
お送り頂きたいと思います。
微力ながら一年間お世話になります。どう
ぞよろしくお願い致します。

