
第 1519 回例会 2018・5・22           ﾆｺﾆｺ 本日 26,00 円  累計 741，199 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長の時間         堀江 大 

雷 門 の 雷

神・風神。巨

大提灯 

江戸時代か

ら あ っ た が

1860年に焼失。

1960 年昭和

35 年 松下電器 松下幸之助氏が寄贈した。 

名盤があります。提灯の重さ 700 キロ、10 年ごと

にお色直しをする。台風以外にたたむ日が年 1 回あ

ります。三社祭りの浅草神社の神輿が通るとき。巨

大提灯は 4 ケあります。本堂の中の【志ん橋】 

新橋の芸者・料亭組合からの寄贈。雷門と本堂の間

の宝蔵門の【小舟町】中央区日本橋小舟町からの寄

贈  本堂の東側の東門の【二天門】東門は江戸時代

の耐火、戦争での被災も免れ重要文化財。 

 

三社祭 

明治までは浅草寺と浅草神社でやってましたが、神

仏分離により浅草神社での単体での祭り。 

今年の予定 

５月17日  午後7時 浅草神社の神輿三基に御霊入 

           れ 一般には知れ渡っていない。 

5 月 18 日 初日 いろいろな屋台やびんざさら舞な

どが浅草を練り歩く。 

5 月 19 日 町内会の神輿、氏子 44 ケ町、約 100 基

の神輿が神社裏広場でお祓いを受けて

か、各町内に担ぎ出される。夕方には神

社にて奉納舞踊りがある。 

5 月 20 日 宮出し 午前 6 時から神社の神輿、一之

宮・二ノ宮・三ノ宮が各町内会に担ぎ出

される。午前 11 時から午後 7 時まで仲

見世通りなどで担がれ日没後神社に戻

り 宮入り御霊返しの儀、 

神輿から本堂へ 

 

幹事報告          石井秀夫 

✿RI 理事指名委員会の委員と補欠委員の郵便投票

のお願い 

✿ﾊｲﾗｲﾄよねやま 218 号 

✿第 2570 地区米山記念奨学会学友会総会及び

■出席報告 

月 日 5/15 

会員数 31 

出席者 30 

出席率 96.7％ 

前回修正 － 

 

川島 昇 

 

 

 

栗原 和明 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

5/22 「問題社員に対する就

業規則の活用法」 

社会労務士 中村 亨様 

5/29 例会取消 

6/5  移動例会    離宮 

   

 



2018 年度新規奨学生歓迎会のご案内  

6 月 10 日(日) 16；00～ 川越東武ﾎﾃﾙ 

✿2017~18 年度 年度末地区役員合同会議 

  6 月 17 日(日) 14；00～  紫雲閣 

✿第 48 期派遣生閉講式及び歓送行事のご案内 

  5/20(日) 14；00～  紫雲閣 

✿20018-19 年度 第 1 回ｸﾗﾌﾞ奉仕部門ｾﾐﾅｰ 

  6/10(日) 13；00～ 紫雲閣 

✿高校生社会体験活動支援委員会よりご協力のお

願い  その 1・その 2 

✿（RIJO-FAQ）・ﾄﾛﾝﾄ国際大会と信任状 

        ・ 配信履歴(~2018 年 4 月末) 

✿地区研修・協議会のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・事業計画書の希望

送付先のお伺い 

✿第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ新旧会長幹事会  6 月 14 日(木)  

午後 6；00～  ﾎﾃﾙﾍﾘﾃｨｼﾞ・飯能 sta 

✿所沢市内 5 ｸﾗﾌ会長・幹事会  6 月 1 日(金)    

 18 時 30 分～  離宮 

✿週報・・・入間 RC、新所沢 RC、所沢東 RC 

 

新会員研修セミナー     師岡 友次 

  新会員研修ｾﾐﾅｰ-が 5月 13日(日) 紫雲閣で開 

催され、内野さん・金岡さん・新井さん・木下さん・ 

師岡の 5 人で参加し、ﾛｰﾀﾘｰﾏｰｸの話、第 2770 地区 

PDG 中村 靖治様の講演を拝聴致しました。 

 

ニコニコボックス      内田 学 

堀江 大  ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ多数のご参加有り難うござ

いました。本日のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの講師の方々宜しく

お願い致します。 

石井 秀夫 先日の地区研修 お疲れ様会 多くの

皆様の参加有り難うございました。本日のｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝの先生宜しくお願い致します。 

室伏 秀樹 ４月 22 日(日) 51 年に１回の地区協

議会 無事 終了し支払いも完了。5 月 6 日(日)

母親の繰り上げ 49 日終了。あゝ 忙しかった！ 

石井 實  新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ宜しくお願いします。 

内田 学  先週のｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ 晴れ男 若干気持が

萎えておりました。お察し下さい。 

鈴木 伴忠 先月より血糖値が改善しました。9.8

から 7.6 へ。入院は免れました。 

 

木村 孝子 母の日に感謝の気持ちが届きました。

嬉しかったです。 

大舘 信夫 前回欠席しました。 

髙橋 和男 本日早退します。すみません。 

大原 律子 地区協議会慰安・移動例会・ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ

に参加させて頂き、楽しいひとときを過ごす事が

出来有り難うございました。 

 

新会員研修セミナー     師岡 友次 

  新会員研修ｾﾐﾅｰ-が 5月 13日(日) 紫雲閣で開 

催され、内野さん・金岡さん・新井さん・木下さん・ 

師岡の 5 人で参加し、ﾛｰﾀﾘｰﾏｰｸの話、第 2770 地区 

PDG 中村 靖治様の講演を拝聴致しました。 

 

職業奉仕委員長      上野 孝二 

 今年度職業奉仕委員会の活動として戦後 70 年以 

上経ち桜の木も老木に成り、植え替えの時期に成り 

教育委員会にお願いして小学校及び幼稚園に桜の 

苗木の植樹をしました所、所沢市教育委員会から連 

絡が入り、4 月 26 日午前 10 時より若狭小学校で感 

謝状の授与式を行いたいとの事で出席を致しまし 

た。出席者として、所沢市教育委員長様・若狭小校 

長、教頭様・所沢市教育施設課数名・堀江会長・山 

田副会長・石井幹事・中青少年委員長・上野職奉委 

員長・須澤ｸﾗﾌﾞ会報委員長です。 

 

 



 

会員増強委員長 大舘 信夫  副委員長   石井 實  

 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝとは、（方向づけ）（動機づけ） 

  新入生、新入社員、などに、初めに行う。 

1・ﾛｰﾀﾘｰに入会のﾒﾘｯﾄ 

2・会員の義務 

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの 委員会と組織 

ｸﾗﾌﾞ運営管理 

1 出席・ﾆｺﾆｺ委員会  2 ｸﾗﾌﾞ会報 

3 親睦担当 「ｺﾞﾙﾌ」担当  4 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

会員増強 

  5 分類・選考  6 ﾛｰﾀﾘｰ情報 

  7 広報・雑誌 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ   8 職業奉仕 

 9 社会奉仕 10 国際奉仕  11 青少年財団・米山 

 12 ﾛｰﾀﾘｰ財団  13  米山記念奨学会 

会場監督 （SAA） 

ｸﾗﾌﾞ研修 

組織 

 RI  地区の組織  世界で 535地区  

理事会 

 （役員）会長・直前会長・会長ｴﾚｸﾄ・幹事・会計 

（理事）年次総会で選ばれた、理事７名 

 

＊ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞってなんですか？ 室伏 秀樹 

ﾛｰﾀﾘｰの友の表紙裏を見てください。 

「ﾛｰﾀﾘｰとは」とあります。 

ﾛｰﾀﾘｰ誕生とその成長 

 ２０世紀初頭のシカコﾞの街は、著しい社会経済の発

展の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになってい

ました。 

 ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁

護士ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽはこの風潮に堪えかね、友人 3人と語ら

って、お互いに信

頼のできる公正な

取引をし、仕事上

の付き合いが、そ

のまま親友関係に

まで発展するような

仲間を増やしたい、

という趣旨でﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞという会合を考えました。ﾛｰﾀﾘ

ｰとは集会を各自の事務所持ち回りで順番に開くことか

ら名づけられたものです。 

 こうして１９０５年２月２３日にｼｶｺﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが誕生し

ました。 

 現在ｸﾗﾌﾞ数 35,533、会員総数 1,233,172 人に達して

います。 

日本のロータリー 

 わが国最初のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは 1920年（大正 9年）10月

20日に創立された東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞで、翌1921年４月１

日に、世界で 855 番目のｸﾗﾌﾞとして加盟が承認されま

した。所沢西は 1986 年（昭和 61 年）2 月 12 日創立、

1986 年 2 月 21 日に承認されました。創立記念日から

のﾒﾝﾊﾞｰはﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰと言い尊敬されています。 

東京ｸﾗﾌﾞの創立に奔走した米山梅吉を記念し米山

記念奨学会・静岡県に米山記念館などがあります。 

国際ﾛｰﾀﾘｰ世界本部はｱﾒﾘｶ･ｲﾘﾉｲ州ｴﾊﾞﾝｽﾄﾝ市（ｼ

ｶｺﾞの隣の小さな市）にあり景観に気を配り、ﾋﾞﾙの高さ

がﾛｰﾀﾘｰ世界本部の 11 階建てより低く制限されていま

す。当ｸﾗﾌﾞも、13代太田会長の時に、「世界大会旅行」

でｼｶｺﾞ･ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾋｭｰｽﾄﾝ･ﾗｽﾍﾞｶﾞｽに行ったときに、世

界本部を訪問しました。 

たまたまＲＩの理事会日で、ＲＩ会長と会長経験者の

握手攻めの大歓迎を受けました。 

 

＊ロータリークラブの歴史      小久保 昇 

  西ﾛｰﾀﾘｰの誕生

の時はﾒﾝﾊﾞｰが 65

名で、ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞ

会長が内田  基善

さん、特別代表は

荻野 皓一郎さんで

した。創立 昭和 61

年 2月 12日 同年 2月 21日 RI加盟認証されました。

総員 65名、平均年齢 47歳でした。 



＊ネパールと所沢西ロータリークラブとの歴史 

 鈴木 真澄 

 ﾈﾊﾟｰﾙはｲﾝﾄﾞと

中国の大国に挟

まれた小さな国

で、多様な民族が

暮らしていて、宗

教はﾋﾝｽﾞｰ教と仏

教が主な国です。 

主たる国の資源は農業で、ﾁﾍﾞｯﾄじゅうたん、と観

光がﾒｲﾝの世界の最貧国に数えられている。  

 1995 年頃はﾈﾊﾟｰﾙでは日本のように義務教育では

なかったので、お金が無い子供とか、小学 2 年～3

年生位になると労働力として働かせられ、学校に行

けない子供達が沢山いました。  

 そのような貧しい国ﾈﾊﾟｰﾙとのかかわりですが、

1995 年に所沢自治連合会の協力で書き損じ年賀状

を主体に、書き損じはがき、商品券、未使用のﾃﾚｶ、

外国紙幣等、毎年自治会長に協力していただき回収

して、郵便局に持っていき、切手と交換し、それを

現金化して、そのお金をﾈﾊﾟｰﾙへの支援金に当てた。 

1995 年～2001 年まで日本ﾕﾈｽｺ協会経由で寄付金

として送金していましたが、用途がﾊｯｷﾘしていなか

ったので、埼玉ﾕﾈｽｺはﾈﾊﾟｰﾙのみなので、2002 年～

2007 年までは埼玉ﾕﾈｽｺ協会経由で学校建設資金と

して、目に見える形の援助に切り替えることにしま

した。 

埼玉ﾕﾈｽｺ経由ではﾈﾊﾟｰﾙ支援金60％位で40％は埼

玉ﾕﾈｽｺの事務費とのことでしたので、2007年～2013

年は当ｸﾗﾌﾞ単独で、ﾈﾊﾟｰﾙﾔﾗﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ経由で学校建

設に充当することにしました。 

 直接ﾈﾊﾟｰﾙに送ることで全額建設資金に充当でき、

3年越しで鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ建ての「ﾊﾟﾄﾞﾏ･ﾊﾟﾗｶｯｼｭ･ｽｸｰﾙ」

3階建、13教室立派な校舎を完成することが出来ま

した。 

全部で 20校の学校ができ、1,911万円、里親奨学

金支援 2002 年～2006 年 3 年間で 354 万円、（毎年

100名の生徒の月謝に当てた）合計金額 2265万円 

こうした活動の広がりの中にありながら、一方で

はｸﾗﾌﾞ会員の減少と高齢化が進み、書き損じﾊｶﾞｷの

回収事業を継続していくことが困難な状況となり、

17年間の幕を 2014年で閉じることになりました。 

＊台湾 吉安扶輪社との関係 姉妹ｸﾗﾌﾞに 

ついて                上野 孝二 

 吉安扶輪社の 

創立日が 1980 年 

7 月 30 日で 38 年 

経っています。 

創立記念日は毎年 

12月 6日に行われま

す。 

 吉安扶輪社が創立して 2 年後に日本の輪島ﾛｰﾀﾘｸ 

ﾗﾌﾞ、草津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと姉妹締結をしています。所沢 

西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは 8 年後に姉妹締結をしています。 

又、吉安扶輪社は日本の 3 ｸﾗﾌﾞと韓国の 1 ｸﾗﾌﾞ 

と自国の 2 ｸﾗﾌﾞと姉妹締結をしています。 

 姉妹ｸﾗﾌﾞの締結協約の目的として、第三条にわか 

れていますが、協約の目的として両ｸﾗﾌﾞ及び両ｸﾗﾌﾞ 

会員の交流を通じて、親善と相互の理解を深める事、 

又協約期間は5年間として期間満了の3ヶ月前迄に 

双方協議により、延長する事が出来る事、協約活動 

事項として、両ｸﾗﾌﾞは青少年に交流育成事業を行う 

事、又会員が相手方の地方、または近郊に旅行の際 

は出来る限り、相手方の例会に出席してﾎｰﾑｸﾗﾌﾞの 

近況を報告する事、姉妹ｸﾗﾌﾞ訪問の際には、相手方 

会員及び家族、または同伴者に出来る限り便宜を図 

るものとすると協約に成っています。 

 

  今後の吉安扶輪社の希望として 

青少年交流事業が出来たらとの事で他のｸﾗﾌﾞの 

青少年交流は今迄に双方合わせて青少年 130 名位

に成るとの事です。 

 又、吉安扶輪社に訪問した時は 2 泊位して貰える 

と色々と紹介したり親睦が計れるとの事です。 

今後の課題ですね。 

 

         今週の担当  大舘 信夫 

 

 

 

 


