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会長の時間    会長ｴﾚｸﾄ 内田 学 

こんにちは、今日は 3 回目の会長ｴﾚｸﾄの時間です。 

今回は、堀江 大幹事のﾘｸｴｽﾄでﾏﾀﾏﾀ体操になりま

した。 

足の踵をつけて前屈をしてください。どの位曲が

りますか。その位置を覚えておいて、後屈をし、今

度は、片足で立ち踵を持って、引き上げます。反対

の足も同様に、それで前屈をしてみてください。    

１回目より曲がるようになりましたか？ 

体の色々な筋肉を伸ばすことにより、体が柔らか

く動くようになるそうです。 

 

幹事報告          堀江 大 

♥ｻﾝﾊﾟｳﾛ国際大会にぜひ御参加を！ 

♥ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾆｭｰｽ 10 月号（2014 年 9 月 10 日） 

♥2014 年 10 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ  1$＝106 円 

♥ﾊｲﾗｲﾄよねやま 174 

♥財団室 NEWS 2014 年 9 月号 

♥2016 年規定審議会立法案ｸﾗﾌﾞ提出についてのお

願い  提出期限 11 月 1 日（厳守） 

♥2014~2015 年度 地区大会 

・12 月 6 日（土）川越ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

・12 月 7 日（日）ｷﾗﾘ☆ふじみ 

・地区大会記念ｺﾞﾙﾌ大会 

11 月 17 日（月）高坂ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

♥9 月 13 日 地区青少年奉仕部門ｾﾐﾅｰ再案内 

♥新年度に向けて「ｸﾗﾌﾞ役員ｷｯﾄ」が届きました。 

♥社会奉仕活動報告ﾃﾞｰﾀ提出のお願い（再度） 

♥世界遺産ｷｬﾗﾊﾞﾝ受入れのお願い 

♥職業奉仕研修会開催・・・10 月 14 日（火） 

♥2014~2015 年度ﾗｲﾗﾃﾞｰ開催・・・11 月 9 日（日） 

♥9/28 RLI ﾊﾟｰﾄ１ 会員満足度調査 

♥2013-2014 年度収支報告など 

♥派遣学生の「月次報告書」 

♥2013-14 年度 学友会だより 

♥例会変更・・入間 RC、飯能 RC、入間南 RC、 

       新所沢 RC 

♥週報・・・入間 RC、入間南 RC、狭山中央 RC 

新所沢 RC、狭山 RC 

 

■出席報告 

月 日 9/30 

会員数 36 

出席者 28 

出席率 77％ 

前回修正 ― 

 

本橋源太郎 

 

 

本橋 正夫 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

10/7 ｢ｵｰｶﾞﾆｯｸﾋﾞｰﾌについて｣ 

ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊﾞﾝｸ代表 

 益田芙美子様 

10/14 無肥料自然栽培と 

健康  松浦 智紀様 

  10 月会員誕生 

小久保 昇 鈴木 伴忠 

和記  毅 

 



職業奉仕委員長       本橋 正夫 

  10 月 21 日(火)企業見学の行程表は、後日 FAX

致しますが、所沢駅 7:20 出発 横田基地 9:00 着 

11 時まで見学予定。その後、昭島 昭和館 １F 花

林(中華料理）で 12時より食事会を行います。大勢

の皆様方の御出席をお願い致します。 

 

 ロータリー財団委員長   小暮 博攵 

 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰに山﨑 武邦様、高橋 和男様、和記 

毅様に御協力頂き有難うございました。9 月のﾚｰﾄ

が 102 円で、10 月になると円安になり、106 円に

変わる予定でしたので、9 月 22 日までに西ﾛｰﾀﾘｰに

振込みを頂き、9 月 24 日に公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ日本

財団に振込みました。11 月の「ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信」に記

載されます。 

 

財団・米山委員長      中村 茂 

 米山功労者に鈴木 真澄様、堀江 大様、中村 茂

様に御協力頂きました。3 名はすでに振込み済みで

す。ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 9 月号と 10 月号に写真入りで紹

介されています。 

 

社会奉仕委員長       中 毅志 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 26 日(金)三ｹ島糀谷八幡湿地において、三ｹ

島小学校 5 年生約 70 人が稲刈り、脱穀の体験学習

が行われ、山﨑 武邦様、新井 正義様、師岡 友次

様の 3 名が参加してきました。 

 5 月の田植えの体験から秋の稲刈りと脱穀の体験

をして、11 月末には餅つきの体験をして、生徒達

にお米のできるまでの学習体験しています。又、小

さく束ねた稲穂は、三ｹ島地区に八つの神社があり

ますが、そちらへ新撰物として、秋の大祭に奉納し 

ております。稲ﾜﾗは、下新井の熊野神社に（しめ縄）

にと昨年は奉納したそうです。 

生徒達は、秋空の下で元気に、稲刈り、脱穀をし

て袋の中の玄米を珍しそうに見て、楽しんでいまし

た。11 月末には、餅つき体験をして、試食もでき

ると保存会の水村会長さんが言っていました。 

 生徒達の写真が各ﾃｰﾌﾞﾙを回っておりますのでご

覧下さい。 

 

RI 規定審議委員会対応委員会 

第３グループ委員  室伏 秀樹 

 2016 年立法案のｸﾗﾌﾞ提出期限は、11 月 1 日です。

地区で審議し、5 案を提出する予定です。地区大会

承認が必要です。地区代表議員は立原ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、

補欠議員は鈴木ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 9 月 18 日日経新聞の夕刊の記事を紹介します。

1991 年国際ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのｱﾒﾘｶ人からある提案がさ

れた。 

 ﾄﾞｸﾀｰ・ｵﾐ WHO が中国のﾜｸﾁﾝ接種を 4 歳以下に

引き下げれば、1 億円を提供しよう。WHO の方針

は 5 歳以下が対象。だが中国はに限り感染者のほと

んどが 4 歳以下だった。WHO は 5 歳以下が対象。

本部責任者は、賛成できないという。ﾄｲﾚに立つふ

りをしてもらい、その時に決めたいといったら、に

っこり諒解した。長いﾄｲﾚﾌﾞﾚｲｸでした。地域医療機

能推進機構 尾身 茂さんの言葉でした。 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

内田 学  白川郷のお土産有難うございました。

9 月 13 日（土）のﾌﾚｯｼｭﾛｰﾀﾘｱﾝ研修ｾﾐ

ﾅｰに荻野 陽一さん、師岡さん御出席

お疲れ様でした。9 月 28 日（日）RLI

ﾊﾟｰﾄ１疲れました。 

 



堀江 大  加園様よろしくお願いします。皆さん

2 週間ぶりでお元気でしたか？ｶﾞﾊﾞﾅｰ

訪問・親睦旅行と有難うございました。 

室伏 秀樹 こだわり村・加園部長卓話よろしくお

願いします。すぐ近くでの有機農業こ

れからも継続して下さい。 

栗原 和明 昨日 国内で 5 勝している中島 千尋

女子ﾌﾟﾛ他 2 名とﾗｳﾝﾄﾞする機会を得

ました。指導が良かったせいかお陰様

で、100 が切れました。又 飛距離も

伸びました。ちなみに中島ﾌﾟﾛはﾊｰﾌ35

のｽｺｱでした。 

肥沼正之助 所沢老人福祉ｾﾝﾀｰへの折りたたみﾃｰ

ﾌﾞﾙ 59 台納品終了しました。有難うご

ざいました。 

山﨑 武邦 先日の旅行には大変御世話になりま

した。又、記念写真有難うございまし

た。 

新井 正義 多忙の為 例会を何度か休みました。

すいませんでした。9 月 26 日（金）

糀谷八幡湿地にて三ｹ島小 5 年生の稲

刈り体験学習に参加してきました。 

荻野 賢司 前回 所用の為 欠席しました。 

髙橋 和男 加園様 本日は有難うございます。す

みません。早退します。 

宮岡 實  本日 早退します。 

大原 律子 親睦旅行にご参加の皆様 大変お疲れ

様でございました。たくさんのお土産

有難うございました。 

 

 卓話  

＜川越の伝統的な農業を守り続ける＞ 

  有限会社 産直グループこだわり村 

   企画・営業部 部長 加園 一茂様 

産直ｸﾞﾙｰﾌﾟこだわり村は今から約 40 年前に現会 

長である森下 栄一が作った農産物生産ｸﾞﾙｰﾌﾟです。 

 私たちの生産地、川越は古くから伝統的な農業が 

受け継がれております。私達の地域は約 300 年前、 

川越藩主の柳沢吉保によって農地開拓が進められ 

ました。農地開拓以前の三富地域は、関東ﾛｰﾑ層に 

覆われた痩せた土地で、萱原と疎林からなる中世以 

来の広大な原野のままでした。川越藩主の柳沢吉保 

は、川越地域の農家が安定的に農業が出来るように、 

区画を整備・計画しながら農地開発を行いました。

区画の内訳は道路側に家を建て、その外側を畑と 

し、さらにその奥を秣場・山林(ﾔﾏと呼ばれた雑木 

林)としました。 

 山林には畑に使う堆肥の原料になる落ち葉を出 

しやすく、燃料になる薪の原木にもなるｺﾅﾗ・ｸﾇｷﾞ、

さらには建築用材としての、ｱｶﾏﾂ等を中心に作られ

ました。現在の川越市、所沢市、ふじみ野市、狭山

市、三芳町の地域の風景は雑木林が多い印象を受け

ると思いますが、実はそのほとんどが、江戸時代の

三富開発によって出来上がった風景なのです。 

 雑木林から出た落ち葉を堆肥にして目の前にあ

る畑に還元し、農産物を生産する。雑木林を管理し、

維持継承していけば、永久的に自分たちで肥料を手

に入れることができ、農業を続けていくことができ

ます。これこそまさに江戸時代から伝わる自然循環

型農業なのです。 

 私達産直ｸﾞﾙｰﾌﾟこだわり村では、代々受け継がれ

てきた農地と雑木林、そして雑木林を手入れし、そ

こから出る落ち葉を堆肥にして農産物を栽培する、

伝統的な農業を継承し守り続けています。 

 生産された農産物は、自社の自然食品で直売して

る他、ヨシケイ埼玉様や自然食品店に販売させてい

ただいております。最近では新所沢に「ぐるりごは

ん」というﾋﾞｭｯﾌｪｽﾀｲﾙのﾚｽﾄﾗﾝを始めました。農産

物を生産する上でどうしても規格外のものが出て

しまいます。規格外野菜は廃棄処分となっていまし

た。せっかく心をこめて栽培した野菜ですので何と

かして活用したい、そんな思いで野菜中心のﾋﾞｭｯﾌｪ

ﾚｽﾄﾗﾝを開業しました。 

 今後も細々とですが地域に根差し、伝統的かつ複

合的な農業を展開し、地域や社会に貢献できればと

思います。 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の担当  須澤 一男 

親 睦 旅 行 

9 月 11 日~12 日 

飛騨高山と白川郷方面 


