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会長の時間        鈴木 真澄 

今日はｸﾗﾌﾞ協議会です、来週ｴﾝﾃﾞｨｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰはあり

ますが、通常例会は今日が最後となりました。 

今まではﾛｰﾀﾘ-についてあまり理解もせず、ただ皆

さんについていくだけでしたので、7 月にｽﾀ-ﾄした

時にはどうなることかと心配でした。 

 一年間振り返ってみますと、川越ﾌﾟﾘﾝｽでのｽﾀｰﾃｨ

ﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰから始まり、親睦旅行では飛騨高山の白

川郷に行き、企業見学は普段なかなか見学できない、

横田基地にもいきました、ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰでは奥様を

始めご家族の多くの参加を戴き、とても素晴らしい

ﾊﾟｰﾃｨｰになりました。 

また一番大きなｲﾍﾞﾝﾄとしては 30 周年の記念式典

ですが、室伏実行委員長、堀江幹事を始め会員の皆

様の御尽力のお蔭で成功裏に終わることが出来ま

した、どんなに感謝しても感謝しきれないです。 

本当に有難うございました。 

今日は最後なので何を話そうかとか考えていたの

ですが、「人生は二幕目がおもしろい」人生は大 

きく分けると幾つかに区切れると思います。 

一つの仕事を終えたあとの人生といいますか、報

酬を得ない活動と言うますか、そのような中で、人

生の二幕目を楽しんでいる人の話をしたいと思い

ます。 

「一般社団法人」健康・生きがい開発財団で高齢者

への健康生きがいづくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの認定資格を取

得したﾒﾝﾊﾞｰの体験談です。 

ｻﾗﾘｰﾏﾝで定年後に活動しようとして認定資格を

取得した人が多いのですが、定年後の人生の二幕目

は「日本人の平均寿命は男性が 80 歳、女性は 87

歳」ということもあり、人生最後の長い人生設計を

せざるを得ないという現状があります。 

 ある人は地域の生きがいにと同好会をつくって、

「ﾉﾙﾃﾞｲｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ」を通して、地域で活動して、地

域の仲間ができて、楽しく過ごせている。 

定年後に会社を離れてからどうしょうかと思って

いたことが全部解消して、生きがいが見つけられて

退職後の時間が不安だったので、本当によかった。 

一人称から二人称、さらに三人称活動へと広がり、

今では多くの仲間ができたそうです。 

■出席報告 

月 日 6/23 

会員数 36 

出席者 28 

出席率 77% 

前回修正 77.8% 

 

室伏 秀樹 

 

新井 正義 

石井 秀夫 

石井 實 
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6/30 ｴﾝﾃﾞｲﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ 

   夜間例会 堤新亭 

7/7  クラブ協議会 

7/14 クラブ協議会 

7/20 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ 

  



他にも「ｻﾛﾝ」をつくり出かける場所、仲間づく

りの場所を提供して家庭にと閉じこもっている、高

齢者が出かけて来て、楽しい仲間づくりをすること

で、元気老人になってもらう手助けをする人。 

 NPO 法人をつくり、公園の草刈とりをしたり、

子供たちと自然の良さを伝える自然教室で竹細工

を一緒にすることで子供が喜んでくれることで、自

分達も楽しい時間にすることができたという人も

います。 

 以前にも少しお話ししたかもしれませんが、私も

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの認定資格取得したﾒﾝﾊﾞｰ、11 名で始め

たのですが現在は 32 名になり、今年の 4 月に NPO

法人「ときめきﾗｲﾌ埼玉」を創設し、地域の皆さん

が参加できる、興味のある企画、ﾊｲｷﾞﾝｸﾞ、企業見

学、簡単にできるｽﾎﾟｰﾂ、公民館での講演会等、年

間で 10 回ぐらい実施しています。講演会などは内

容によりますが、170 人位の参加がある時もありま

す。 

私も会社に行かなくなった時のことを考えて 23

年前に取得したのですが、20 年前からこの会が始

まりましたので、創設ﾒﾝﾊﾞｰなので、いろいろな処

で活動せざるを得ない状態で、忙しくて大変な時も

ありますが、今まで私の人生の中では、お客様や、

仕事関係の仲間ばかりでしたが、全く違う仲間であ

り、活動なので、新鮮な楽しい時間でもあります。 

皆さんはｻﾗﾘｰﾏﾝではないので、こん話をしていい

のかと思いましたが、この会は金銭的な奉仕はでき

ませんが、労力と時間の奉仕をすることで、高齢者

の皆さんが参加して良かったと喜んで頂きますの

で、ﾛｰﾀﾘｰの奉仕の精神と内容は変わりないのでは

ないかと思い、お話しました。 

私もこれから今まで以上に「二幕目の人生」が楽

しく過ごせるよう、出来ることを見つけて、ﾁｬﾚﾝｼﾞ

していきたいと思っております。 

例会は次回のｴﾝﾃﾞﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨで最後ですが、一年間

本当に有難うございました。 

これからも皆様にはご指導頂きますよう、宜しく

お願い致します。 

 

幹事報告          堀江 大 

＊ 第 13 回 日韓親善会議開催…9 月 4 日（日） 

13：00～ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪「飛天の間」 

＊ 所沢市内 5 ｸﾗﾌﾞ 次年度臨時会長幹事会  

  6 月 24 日（水）18：30～ 徳樹庵 

＊ 市長表敬訪問のお知らせ・・・6 月 30 日（火） 

13：30～  市役所 1 階ﾛﾋﾞｰ 

＊ 所沢青年会議所より「わんぱく相撲大会」所沢

場所 支援の御礼状をいただきました。 

＊ 週報・・・入間南 RC、新所沢 RC 

 

親睦委員会        鈴木 伴忠 

  来週 30 日（火）はｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰです。宜し

くお願い致します。 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

鈴木 真澄 今日が通常例会は最後となりました。 

皆様のご協力に感謝申し上げます。有難うござい 

ました。 

堀江 大  こちらでの例会が最後になりました。 

１年間有難うございました。来週のｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞもよ 

ろしくお願いします。 

荻野 陽一 前回欠席しました。 

大舘 信夫 前回欠席。本日早退。 

本橋源太郎 ３時半までに、伊香保に行くので今日 

は少し早めに早退致します。 

大原 律子 鈴木会長様、堀江幹事様、理事の皆様 

大変お疲れ様でございました。そして有難うござ 

いました。 

 

 
         司会 鈴木 真澄会長 

 

♥ クラブ管理運営委員長  髙橋 和男 

 みなさんこんにち

は。ｸﾗﾌﾞ管理運営委員

長の髙橋です。魅力あ

る例会、各事業を計画

し、会員の参加率を高

め、かつ会員相互の親

睦を深めるという基本方針を基に各事業を遂行し

てきましたが、皆様の御協力により残りｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟ

ｰﾃｨｰのみとなりました。大変有難うございました。



来週のｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ最後までの御協力宜しくお願い致

します。 

 

♥ 親睦委員長        鈴木 伴忠 

 親睦委員会より

御報告致します。

当年度予定されて

いた親睦行事はｴﾝ

ﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰを来

週に残し、滞りな

くできましたことをご報告致します。 

 

♥ 30 周年記念委員長・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長    

室伏 秀樹 

鈴木年度の最大

行事、創立 30 周年

記念行事を 3 月 27

日に多数のお客様

を迎え文京区椿山

荘にて開催した。 

30 周年記念委員会委員長として、不安いっぱい

の中実行した。 

皆さんの真剣な御協力と実行力により、すべては

杞憂で、大成功を収めることができた。 

また、ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑについては皆さんから推薦や折衝

をお願いし、無事終了することができたが、一部か

ら批判をお聞きしたが自分としては最大限の努力

をしたつもりである。 

市内の他ｸﾗﾌﾞと比較し、どこよりも優れていると

思う。 

 

♥ 会員増強委員長      須澤 一男 

 会員増強委員

会としては何と

かこの厳しい中

でも 1年間の間に

一人は入会して

もらおうと色々

当たってみました。やっと一人見つけ、鈴木会長と

本橋源太郎さんの 3 人で、何とか説得して入会して

貰おうと思いましたが、本人は「時間を下さい」と

のことでした。この時世のせいかその人に外のｸﾗﾌﾞ

からも入会のお誘いがあるそうでした。残念ながら

今年度は無理なようです。 

 

♥ 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長    大舘 信夫 

 年度計画に従っ

て職業・社会・国

際・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ各委員

会と協力して活動

しました。特に 30

周年事業の吉安扶

輪社の接待には、朝 5：00 より各委員が協力して行

い、予定にないｺｼﾞﾏ電気の買い物等友情を深めるこ

とが出来ました。有難うございました。 

 

♥ 職業奉仕委員長      本橋 正夫 

2014 年～2015

年度は4つのﾃｽﾄ唱

和、ﾛｰﾀﾘｱﾝの職業

宣言は例会ですべ

て行いました。 

企業訪問は 10

月 2 日（火）に例会振替で普段なかなか立入りが出

来ない米軍横田基地に家族同伴で訪問しました。日

本の安全の為にある基地を見学させて頂き、貴重な

体験をすることが出来ました。昼食は昭島市のﾌｫﾚｽ

ﾄｲﾝ昭和館内の中華料理花林で楽しく食事し親睦を

深めて参りました。 

又、炉辺会議は６月２日（火）例会振替にて堤新

亭様で行いました。出席者を３班に分け、それぞれ

議題に沿って協議をしました。大勢のご参加を頂き、

大変意義のある楽しい炉辺会議を行う事ができま

した。 

 職業奉仕委員会は年度計画書通りに行事を全て

終了致しました。会員の皆様のご協力ありがとうご

ざいました。 

 

♥ 社会奉仕委員長       中 毅志 

□活動報告 

 社会奉仕委員会といたしましては、3 つある活動

方針にのっとり、 

① 所沢 5 ｸﾗﾌﾞ共同事業、子供「とうきち」将棋大

会の実施協力 



② 糀谷八幡田んぼ事業への参加と体験 

③ 老人福祉施設等への長ｲｽの贈呈                

を行いました。 

皆様のご協力に感謝致します。有難うございました。 

 

♥ 国際奉仕委員長      吉田 栄治 

国際奉仕委員

会より、委員長の

吉田が、ご報告申

し上げます。 

当委員会の、年

度計画では、姉妹

ｸﾗﾌﾞであります吉安 RC の訪問と、他事業への協力

です。 

 今年度は、当ｸﾗﾌﾞの 30 周年記念式典えの招待と、

吉安 RC の 34 周年の記念式典に参加と、姉妹ｸﾗﾌﾞ

継続の意思の伝達。三つの案件がありました。 

 事業は、昨年の 12 月 5～8 日の４日間に 10 名の

参加を得て実施しました。 

毎度のことながら、赤い横断幕の歓迎をうけ、ﾁｪｯｸ

ｲﾝも早々に、歓迎ﾊﾟｰﾃｨでの歓待を受けました。訪

問の成果は、当ｸﾗﾌﾞの 30 周年の記念式典の成功に

裏づけられています。 

反省点は、委員会での注文をなし得なかったこと

です。高尾の訪問と台湾国内航空はﾀﾞﾒの２点を考

慮に入れて、日程等を含めて立案することを、次期

委員会に申し送り報告とします。  

 

♥ 財団・米山委員長      中村 茂 

 国立女性教育

会館にて、2014

年 7 月 12 日、ﾛｰ

ﾀﾘｰ米山記念奨学

部門ｾﾐﾅｰに中村、

石井（秀）の 2

名参加。52 ｸﾗﾌﾞ

中 18 名の奨学生が選ばれ、毎月 14 万円が支給され

ています。韓国 6 名、ﾍﾞﾄﾅﾑ 3 名、中国 6 名、台湾

1 名、ｽﾘﾗﾝｶ 1 名、ﾏﾚｰｼｱ 1 名。 

 この中から 15 名の方のｽﾋﾟｰﾁがあり、全員が感謝

の言葉を述べていました。本国に帰って、日本との

各国の友情が深まることでしょう。 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団地区補助金を申請し、2,000＄を受け取

る事が出来ました。当ｸﾗﾌﾞより 100 万円を充当し、

市内老人施設に 59 台のﾃｰﾌﾞﾙを進呈しました。 

 米山功労者には、鈴木会長、堀江幹事、中村の 3

名 ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 9 月・10 月に掲載。ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・

ﾌｪﾛｰに山﨑様、髙橋様、和記様の 3 名。ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟ

ｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰに平岡様、小暮様、山田様の 3 名。9

名の方の御協力有難うございました。 

 鈴木年度 前半 7 月より 9 月までの間に公益財団

法人ﾛｰﾀﾘｰ日本財団に振り込み入金を済ませました。

9 月までは、ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄが 102 円でした。 

 

♥ 会場監督（SAA）     石井 秀夫 

 SAA からご報告申し上げます。年度計画書に従

って例会の雰囲

気作り等、努力し

て参りました。皆

様のご協力によ

り、食事代等予算

内で執行するこ

とが出来ました。

1 年間本当に有難うございました。 

 

♥ 青少年委員長       上野 孝二 

 青少年委員会

の活動計画の中

に大きくわけて 6 

つの奉仕活動が

ありますが、我が

ｸﾗﾌﾞとして高校

生社会就業体験におもむきを置いています。今年度

受け入れ体制をしていましたが、残念ながら今年度

我がｸﾗﾌﾞに依頼がありませんでした。 

次年度に期待しています。 

 

♥ 会計           上野 孝二 

 現在の所 会員の皆様の御協力のお陰で、各委員

会の活動費がｵｰﾊﾞｰすることなく推移しています。

後、まだ諸費用がかかる行事がありますので、今月

〆る事は出来ませんが、予測では約 100 位が次年度

に繰り越し出来ると思います。有難うございました。 

          今週の担当  須澤 一男 


