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＜ビジター・ゲスト＞ 

第２５７０地区第３グループ ガバナー補佐 

所沢東ロータリークラブ 野本 俊光 様 

 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 森田英郎君 後藤健君 

夫人誕生日 
齋藤純江様 荒井和子様 

関根保子様 

 

≪9月プログラム≫ 

 
＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

事前欠席連絡 1名 

 

●❁●会長の時間 西山祐三会長 
本日は 2570 地区第 3 グループガ

バナー補佐、野本俊光様をお迎え

いたしました。例会前にガバナー

補佐に書類をチェックして頂き

無事問題なく終了いたしました。

そして本日は卓話を頂けること

を楽しみにしております。 

先週は新旧役員慰労激励会に多数のご参加

を頂きまして、そして、楽しいひと時を過ごせ

たのではないかと思いました。馬路親睦活動委

員長の新企画 20回の乾杯をし、大変盛り上が

った会でありました。馬路委員長有難うござい

ました。そして、粕谷前会長、忽滑谷前幹事他

役員の方々1年間お疲れ様でした。 

今月は会員増強・拡大月間であります。当ク

ラブは今年度 3 名の増強を目標にしておりま

す。どうぞ皆様宜しくお願い申し上げます。 

先日ガバナー月信 7 月号に 5 月度出席率及

び会員数報告の欄がありました。2570 地区に

おいては、2015 年 7 月年初では 1,648 名の会

員数でした。2016 年 5 月末は 1,660 名で純増

数 12名となっておりました。但し、第 3グル

ープは狭山ＲＣが解散した関係もあり若干名

減少しておりました。今年度で減少傾向は終わ

り今後会員増加を期待したいと思います。 

8 月 18 日のガバナー公式訪問は、ＲＬＩ方

式で３班に分かれ各々テーマを決めディスカ

ッションをして頂きたいと思います。ＤＬは地

区のＲＬＩ委員の関谷会長エレクト、そして細

淵会員そして齋藤栄作会員の３名の方にお願

いしたいと思います。お手元に、テーマ及びグ

ループ分けをしたＡ４版の用紙がございます

ので、ガバナー公式訪問までにご準備頂ければ

と思います。 

 内 容 

1日 
講師卓話 小久保恵美様 

｢こども食堂」岩崎会員からの紹介 

8日 研修旅行（9/8.9） 

15日 会員卓話（齋藤金作会員） 

22日 
クラブ定款第 6条第 1節(C)により 

例会休会 

29日 

講師卓話 荒川洋輔様 

長野オリンピックインターナショ

ナルユースキャンプ実行委員長 

後藤賢治会員からの紹介 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 33名 89.18％ 81.08% 

2016-2017 RI会長:ジョン F. ジャーム RI2570地区ガバナー:前嶋修身  会長 : 西山祐三 幹事 : 吉沢誠十 

第 5号 ２929回例会 ２０１6年 8月  4日（木） 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

第 2570地区第３グループ 

ガバナー補佐 野本 俊光 様 

今日は地区の重

点方針と青少年交

換について述べさ

せていただきます。 

４月 24 日に開催

された地区協議会

で、前嶋ガバナーか

ら示されました地

区の重点方針につ

いて、私なりの意見

とお願いを申し上

げたいと思います。 

❶ 重点一は、会員増強であります。 

先日開催されました第３グループの会長・幹

事会でも、各クラブ会長さんも同様に会員増強

を第一に挙げておられました。 

クラブの会員数についてですが、20 名が最

低ラインではないでしょうか。何故なら、新ク

ラブ創立のためには最低 20名のメンバーが必

要とされているからです。すでに創立したクラ

ブについては、クラブの最低基準はありますが、

会員数の規定はありません。ちなみに、当地区

51クラブ中、5月末時点で会員数が 20名未満

のクラブは 19クラブあります。割合にすると

37％約４割のクラブが該当します。これは決し

て少ない数字ではありません。最少は第４グル

ープの児玉クラブの 3名です。 

お隣の 2770地区は、73クラブ中で会員数が

20 人未満のクラブは、11 クラブで 15％です。 

地区については少なくとも 75クラブ、2700名

が望ましいとされています。平均すると１クラ

ブ 36名になります。又、ＲＩは、33クラブ未

満、1,100名未満の地区の境界を廃止あるいは

変更できるとなっております。 

標準クラブ定款によれば、第４条(目的)にこ

う記載されています。これは同時に「ロータリ

ーとは何か」と聞かれた時の答えでもあります。 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ

る。具体的には、次の各項を奨励する事にある。 

第1 知り合いを広めることによって奉仕の機

会とすること 

第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

仕する機会としてロータリアン各自の職

業を高潔なものにする。 

第3 ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉

仕の理念を実践すること 

第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネ

ットワークを通じて、国際理解、親善、平

和を推進すること。 

 この目的は、同時にロータリアンの義務でも

ありますので、第 1項の「知り合いを広めるこ

とによって奉仕の機会とすること」とは、新会

員を推薦することは会員の義務になります。 

そういう私自身、未だ推薦者になったことがな

いので、義務を果たしていないことになります

ので、唯一負い目と感じている点であります。 

新入会員の推薦については、そう簡単なこと

ではありません。多くは仕事上の関係者になる

のではないでしょうか。単なる仕事上の関係以

上に長年の信頼と信用の上に培われた関係が

あればこそ、相手もこの方が勧めるならばと、

安心して入会を決意して頂けることになると

思います。 

財団・米山など以上に推薦者となることは大

いに称賛されるべきことで、なんらかの報奨が

あってしかるべきだと思います。 

❷ 地区の重点方針の二つ目として、クラブ例

会の充実と出席率の促進が挙げられています。 

皆さんご存知のように、例会出席はメンバー

の義務であり、会員資格の要件であります。 

定款によれば、年度の各半期間においてすくな

くとも出席率が 50％に達していなければなり

ません。また、連続４回例会欠席も会員身分の

終結につながります。これはあくまでも、会員

身分の存続に関わる最低ラインでありますの

で、あくまでも出席は 100％が原則であると考

えます。 

例会の中でも特に重要な例会については、万

障繰り合わせて 100％の出席をお願いします。 

どの会合も会長が主催するものですから、決し

て優劣をつけるつもりはありませんが、ガバナ

ー公式訪問や地区大会は特に重要であるとい

えます。 

ガバナーはＲＩ理事会の一般的な監督の下

で職務を行う、その地区におけるＲＩの役員で

あります。したがって、ガバナー公式訪問と地

区大会はＲＩ役員と直接触れ合える機会でも

あるわけですので、是非 100％出席を目指して

頂きたいとお願いします。以前はどのクラブも

競って 100％を目標にし、実際に多くのクラブ

が 100％を達成しました。最近はそのようなク

ラブが少なくなってしまったのはどうしてな

のか分かりません。地区大会にしても金のかけ

すぎだとか様々な批判があることも事実です
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し、その開催意味をもっとメンバーに理解して

もらう努力も必要です。しかしながら、会長の

面目を保てるように、是非 100％を目指して頂

きたいと思います。それにはクラブの会長がメ

ンバー一人一人に呼び掛けてお願いするしか

ありません。 

かつて、ガバナー公式訪問においてガバナー

から苦言を呈されたことがあります。前から予

定が分かっていて何故出席できないのか、この

例会を軽視しているのではないかとハッキリ

言われました。訪問するガバナーからすればそ

う言いたい気持ちは分かりますし、ＲＩの役員

としての職責上言わさざるを得ない事である

といえます。ですからガバナー公式訪問は軽く

考えないで頂きたいと思います。せっかくＲＩ

の役員であるガバナーに直接会えるのですか

ら、ロータリーに関する様々な疑問や意見を投

げかけて頂きたいと思います。ただ単に形式的

に迎えるだけでは意味がありませんので、この

機会を無駄にしないで頂ければと思います。 

次に地区の青少年交換についてですが、実は、

今年の 5 月に私の所属する所沢東ロータリー

クラブに、地区から「ＲＩ青少年交換プログラ

ムスポンサー＆ホストクラブ受入れのお願い」

というメールがありました。所沢市内 5 クラ

ブに配信されたものですが、所沢市に居住する

女子高校生についてフランスへの派遣が決ま

っているが、交換する相手の受入れ先が決まっ

ていないので、所沢市内 5 クラブでスポンサ

ー＆ホストクラブをお願いしたいとのことで

した。この相手の学生の受入れが決まらないと、

すでに派遣が決まっているこちらの女子学生

がフランスに行けないとのことでした。しかも

出発は 8 月にせまっているということで、相

手のクラブからも再三問い合わせが入ってい

たようでした。ロータリークラブの責任として、

派遣を取り消すことは絶対にできないし派遣

学生の将来に関わることでもあり、最終的には

所沢東クラブの会長の決断で当クラブがホス

トクラブになることになりました。 

この件については、すでに昨年 6 月頃に所沢

西クラブに地区から打診があり、辞退していた

経緯があることが分かりました。それがなぜ今

日まで引き伸ばされてきたのか理解できない

ところであります。 

費用的には一人年間 80万円位は必要で、地

区からはホストファミリーに月 35,000円の支

給があるとのことです。 

そんな中、先日、地区青少年交換委員会から

の提案として、グループごとに 1名を担当(面

倒を見る)するとの要請があったそうです。 

とりあえず 9 月に開催されるガバナー補佐会

議で協議する予定とのことです。 

この件については各クラブで協議していただ

き、あらためてガバナー補佐会議の前に会長・

幹事会を開催しなければならないと考えてお

ります。 

最後にＩМについてご報告いたします。 

日時は平成 29年 2月 9日を予定しております。

場所は所沢ミューズで行います。例年ですと土

曜日開催がほとんどでしたが、ミューズが土日

は予約できませんでしたので平日の木曜日と

なります。内容は、所沢に本社があります西武

鉄道に講演を依頼しております。仮題ですが

「地方創生のビジョンを問う 西武グループ

がてがけるまちつづくりとは」といったもので、

所沢、入間、狭山、飯能、日高にかかる路線を

有する西武鉄道が進めるまちづくりについて

は、皆さんの関心が高いものになるとと思いま

す。具体的な内容については、未だ決まってお

りませんが、西武鉄道さんにおかれましては前

向きに検討するとの了解を得ております。 

 実行委員会についはすでに立ち上げて準備

を進めております。各クラブからも委員を選出

していただくことになると思いますので、その

際はご協力をお願い申し上げます。 

 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

第 2回定例理事会＜協議事項＞ 

1. ９月・１０月のプログラムについて 

2. 前年度会計決算について 

3. 新旧役員慰労激励会会計報告 

4. 万燈まつり協賛金 10,000円 

5. その他 

① 12月第三例会クリスマス例会を名誉会員 

入間市市長の参加を頂く為、12月第二例会

１２月８日に日程変更。 

② １月第 1 例会市長年頭所感例会は 12 時 30

分より 13 時迄を市長様の卓話時間とする。 

③ 事務局冷蔵庫故障の為買替。 

＜報告事項＞ 

① 8/14(日)・8/15(月)秩父音頭まつり 米山

記念奨学部門 忽滑谷会員・田中会員・チ

ャン奨学生出席予定 

② 8/27(金)奉仕部門セミナー（職業奉仕・国際

奉仕）滝沢会員・幹事出席予定 

③ 9/24(土)ＲＬＩパート１   忽滑谷会員・

滝沢会員出席予定 

④ 9/24(土)奉仕部門セミナー（社会奉仕） 

齋藤会員・豊田会員出席予定 

⑤ ロータリー財団より確定申告用寄附金領収

証が送られてきましたので配布致しました。 
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●委員長報告 

ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

9 月 27 日(火)18 時 30 分より中央公民館に

て本年度第 1回の研修会を開催します。特に 3

年未満の会員の方は是非ともご参加ください。 

 

会報･雑誌委員会 大野賢次委員長 

＜横組＞ 

Ｐ14・ロータリー財団は 1916～1917年 7月に

誕生して、今年度で 100周年になります。ロー

タリーアンはしばしば人に知らせることなく

活動を実施します。今年度は活動を知らせ存在

を知ってもらって、もっと多くの入会者を集め

よう。 

Ｐ16・1クラブの会員数は世界の平均は 34人、

日本の平均は 39人、入間クラブは 42人です。 

Ｐ48・2016年の規定審議会の見直し点 

会員の種類の件・入会金の件等 

＜縦組＞ 

Ｐ13・1925年生まれの新会員（90歳） 

Ｐ16・人頭分担金の件 

 

親睦活動委員会 一柳達朗委員 

回覧しております、北海道親睦旅行ですが、

来週の例会がお休みですので、出欠を本日中に

記入して頂ければ幸いです。大勢の皆様の参加

宜しくお願い致します。 

 

プログラム委員会 田中快枝委員長 

９月のプログラムは表記通りです。10 月は

６日米山記念奨学生ヴィ・クイン・チャンさん

卓話、13日 入間南 RＣとの合同夜間例会、20

日 講師卓話(健康管理委員会 山根会員依頼

中)27日地区大会に振替（11/5.6）となってお

ります。 

 

社会奉仕委員会 豊田義継委員長 

 先週の夜間例会でお話が出ました、旧軽井沢

ゴルフコンペは会員旅行の次の週ですので、延

期して改めて日程を設定させていただきます

ので宜しくお願いします。 

 

ロータリー美術館 齋藤金作館長 

18 日のガバナー公式訪問には例年とおり、

ロータリー美術館を開催します。大勢の方々の

一品でも多くの出品宜しくお願い致します。 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

野本俊光様～本日はお世話になります。 

西山祐三君、吉沢誠十君、繁田光君、関谷永久

君、石川嘉彦君、粕谷康彦君、加藤国夫君、齋

藤栄作君、忽滑谷明君、後藤賢治君、田中快枝

君～野本ガバナー補佐ようこそ入間クラブへ 

本日はよろしくお願いいたします。 

吉永章子君～ガバナー補佐 野本様先日はブラ

イダルプレゼンでお世話になりました。今後と

もよろしくお願いいたします。 

齋藤金作君～先週は節目の年数 55年在籍者と

してお祝いを頂きありがとうございます。今年

度は出席率 100％連続 55 年達成が試される年

になりました。これは自ら樹立した地区内前人

未到の記録ですから、この達成のため坦々とし

てロータリーライフを楽しんで参ります。 

山根宏夫君～この度 7 月から豊岡第一病院は

一般「医療法人」となり、長男が理事長、次男

を院長、三男を事務長として、私は晴れて責任

のない名誉院長となりました。水曜日の外来は

続けますので宜しくお願いします。 

豊田義継君～ロータリーの友 8 月号に親類の

岡谷篤一が「時代に向きあい人に寄りそう」寄

稿しています。お読みくだされば幸いです。 

馬路宏樹君～本庄ＲＣ加藤玄静様が県仏教会

の副会長に就任されました。 

金井祐一君～繁田さん先週はありがとう。 

本日\51,000 累計\159,000 

 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 8月号 

② 松崎しげるクリスマスコンサートご案内 

③ ＲＩ2570地区ＲＬＩセミナーパート 1,2,3 

ＤＬ養成コース開催のご案内 

④ 大宮ロータリークラブ 60周年史 

⑤ 8/25移動例会 職場訪問出欠表(繁田会員) 

⑥ 8/18ガバナー公式訪問出欠表 

⑦ 9/8～9親睦旅行出欠表 

⑧ ロータリー財団確定申告用寄附金領収証 

⑨ 入間ＲＣ週報 3,4  号 

⑩ 西山会長より「今日は何の日」 
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■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 
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