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会長の時間         内田 学 

皆様、今晩は。先週の会長の時間で、6 月 3 日の

5 クラブ合同クラブコンペで、私は、ワンオンしな

いと言っていましたが、ニアピン賞を頂きました。 

本日は、所沢西ロータリークラブのよもやま話を

はなしながらの、美味しいお酒とつまみで、話の花

を咲かせて下さい。よろしくお願い致します。 

 

幹事報告         鈴木 伴忠 

✿2016 年度（次年度）米山記念奨学部門セミナー

のご案内 7 月 9 日（土）午後 1：00~ 国立女性

教育会館 

✿国際奉仕部門・支援委員会からの支援金寄付のご

送金リスト 

✿事務所移転により住所変更のお知らせ・和光 RC 

✿青少年派遣交換学生の「4 月分月次報告書」 

✿2015―2016 年米山記念奨学生修了記念文集「煌

めく 18 の星」第 7 集  届きました。 

✿東京麹町ロータリークラブクラフﾞ創立 50 周年

記念事業で復刻 「想い出草」 届きました。 

✿週報・・・所沢 RC、所沢東 RC 

ニコニコボックス     石井 秀夫 

内田 学  5 クラブ合同ゴルフコンペで 25 位。

チャリティーホールでニアピンを取

ってしまいました。 

鈴木 伴忠 当クラブの縁起の話楽しみにしてお

ります。 

小久保 昇 本日御来店いただき有難うございま

した。 

室伏 秀樹 炉辺会合よろしくお願いします。 

大舘 信夫 5 月ず～～～と欠席していました。 

 

炉辺(ろへん)会合の開催       

       職業奉仕委員長 室伏秀樹 

 チャーターメンバーの方々に、西ロータリーの創

設期のことを聞こう。45分行う。その後は懇親会 

 

・西ロータリーの誕生の話  

初代・2代のパスト会長「大舘興氏様の 10周年ご

挨拶を元に説明する。 

余談として、認証式当日雨で、会場の山口小学校 

の校庭がぐじゃぐじゃとなり、本橋組に補修をお願

■出席報告 

月 日 6/7 

会員数 33 

出席者 33 

出席率 100％ 

前回修正 93.9％ 

 

小久保 昇 

小暮 博攵 

須澤 一男 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

6/14 「選挙制度」 

6/21 ｸﾗﾌﾞ協議会 

6/28 ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ  

   夜間例会 於：堤新亭 

 



いした。 

当日の式次第等を、小久保パスト会長に持参いた 

だき、当時のメンバーの若さと熱気を感じた 。 

 

・吉安ロータリーとの姉妹クラブ締結秘話 

関谷会長、本橋国際奉仕委員長時代に仮契約、

所沢クラブで IMをした際、吉安から参加した邱さ

ん(バッチ制作等で梅沢先生のところに訪問)に紹

介された。最初は台北へ行ったが断られ吉安に行

った。 

 

・ロータリーの原点について(ロータリー用

語を含めて) 

チャーターメンバー 創立会員、クラブが RIの加

盟許可以前に加入した会員。申請には 20名以上

の創立会員が必要である。(10周年記念誌の大舘

初代会長挨拶無参照) 

一業種一社  以前は会員は職業分類により一業

種一社だったが、5 名となり、主婦でもよいと緩

和された。 

出席 休む時は、一週間以内にメーキャップ(他ク 

ラブ例会出席しメーキャップカードを出席委員 

会に提出)連続 5回無届欠席は会員資格をはく奪 

するとあったが、現在は無い。何事もクラブ理事 

会決議の優先  定款細則を遵守するが、最終決 

定はクラブ理事会である。 

RI(国際ロータリー)  現在の会長は K.R.“ラビ”

ラビンドラン  スリランカ 

ＰＥＴＳ（ペッツ・会長エレクトトレーニングセミ

ナー 、会長の資格は必ず受講すること。 

ガバナー資格は GETS ゲッツ、ガバナーエレクト

トレーニングセミナーをアメリカサンジェゴに

て夫婦で 3週間受講すること。 

規定審議会(3年に一度 RIにて行う。本年がその年

である 。「手続き要覧」に異議があるときは全ク

ラブ申し立てを行うことができる。 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ  高柳育行(たかやなぎやすゆき)ガバナー

(本庄 RC) 

ﾊﾞｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  元ガバナー、PGと表示する。 

ガバナーエレクト  次年度ガバナー 前嶋修身様

(熊谷 RC) 

会長エレクト 当クラブは山﨑さんが辞退された

ため、PETS後のためパスト会長会を開催し、内田

会長に  もう一年のご苦労をお願いし諒解さ

れた。 

パスト会長  元会長 

会長ノミニー  次次年度会長堀江さん 

SAA  (Sergeant-at-Arms) 会場監督 

ということを話し合ったが 45 分では時間が全く

足りず、尻切れトンボになってしまった。 

またこのような機会を作ります。 

 

✿ 16 代会長 吉田 栄治 

1. 創立時の思い出 

私は、本橋文夫会員の紹介で石川喜一君と二人

で入会しました。３か月ほど待たされ２月１２

日（水）の初例会に出席したと記憶してます。

創立総会 認証状伝達式は、私事ながら苦い思

い出があり忘れられません。女房殿が式途中に

倒れ、幸いにして会員の中に医師の先生が居て、

応急手当を受け事なきを得ましたが、以来、現

在に至るまで、療養中です。 

２．世界大会について 

  当クラブは毎年の様に参加したと思っていま

したが、振り返って見ますと何年か置きに行き

ました。最初は、オーストラリアのシドニー。

フランスのパリ。アメリカのシカゴ。台湾の台

北。シンガポール。スペインのバルセロナ。そ

の他一人参加でブラジルのリオネジャネイロ。

室伏年度ではタイのバンコックが記憶が新し

い所です。いずれも大会の会場には行きました

が、本当の目的は観光でした。 

３．姉妹クラブについて 

  吉田年度の IM の時、市内各クラブの事業につ

いての成果発表会の場があり、その中で当クラ

ブは吉安 RC との姉妹クラブの締結の経過を発

表しました。 

我がクラブは、市内で３番目に出来たクラブ

なので他のクラブがやってないプログラムを

何かやろう。という機運が盛り上がり、沢山の

プログラム中から（姉妹クラブ）が選ばれまし

た。幸いに、会員の中に台湾の RC 会員の友た

ちが居たのでその伝手で吉安 RC と結ばれまし

た。２．３．の RCの破談の上でした。 



✿ 17 代 会長  須澤 一男 

 吉安ロータリーの想い出の一番目は、飛行機がタ

イヤが出なくて羽田迄帰ってきて、その途中タイヤ

が出たと言って、又台中迄行った想い出がある。 

 

✿ 19 代 会長   石井 實 

所沢西ロータリークラブの創設の頃 

今から 30年前 1985年所沢 RCから子クラブの形

で、西ロータリークラブ創設の機運が沸き起こり、

所沢クラブの荻野浩一郎さんを特別代表に所沢ク

ラブから 10数名の移籍と新会員 40数名で、設立総

会が開かれスタートしました。 

はじめは何もわからず紆余屈曲のなか始まり翌

年 2月のチャーターナイトで、産声をあげましたチ

ャーターナイトの宣伝に埼玉県中（当時は県内一地

区でした）を手分けして、まわり各クラブの例会を

勉強させていただきました。 

 認証状伝達式当日は県内クラブの多数のメンバ

ーで華々しく立派な式典が出来会員一同大いに喜

んだ事が思い出されます、例会場も商工会議所や武

蔵野 BKの会議室など懐かしく思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉辺会合 

6 月 7 日(火) 

    堤新亭 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所沢５クラブで、994，774 円の義援金が集まり

ましたが、所沢市長さんに、お渡しする前に、各ク

ラブの会長、幹事でその場で集め、100 万円にして、

贈呈してまいりました。 

今週の担当   須澤 一男 

熊本地震支援金 

藤本所沢市長様へ贈呈 

6 月 9 日（木） 


