
《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　安藤会長

・ソング　我等のなりわい�

・ビジター　  第２５７０地区ガバナー�

　　　　　　鈴木秀憲様（吹上）

　　　　　地区第３グループガバナー補佐

　　　　　　平岡達也様（入間）

　　　　　　　　矢澤大和様（行田さくら）

　　　　　　　　斉藤　亘様（行田さくら）

・記念卓話　鈴木秀憲ガバナー�

【会長報告】

　鈴木秀憲ガバナー、平岡達也ガバナー補佐、

随員の皆様には、暑い日が続く中、お出ましを

頂き、心から歓迎を申し上げると共に、ご指導

の程よろしくお願い致します。

　当クラブは会員５４名、創立４９年目を迎え、

会員一同力を合わせ５０周年に向かって頑張

っているクラブです。緑と清流に恵まれたま

ちであり、地域に根ざした活動をしっかりと

今後も行っていきたいと考えております。

　鈴木ガバナーには３年程前、当時、行田商工

会議所会頭というお立場でお越し頂き、さき

たま古墳の世界遺産登録について卓話を頂き

ました。また、ガバナーは飯能の方へドライブ

や山登り等によくお出かけ頂いていると承り

ました。卓話をとても楽しみにしております。

　８／１夜間の第３回役員会、ご協力有難うご

ざいました。吉田（健）会員が体調を崩し入院

されました。早い回復をお祈り致します。

【幹事報告】

・吉田（健）会員が８／５、体調を崩され埼玉医

　大に入院。お盆過ぎに会長とお見舞いに。�

・９月のプログラムについて�

・ＭＵビジター費、現行２５００円を少し落とし、

　多くの方に飯能に出席して頂きたいという

　提案がありましたが、「値段だけの問題では

　ない」というご意見も頂き、近隣クラブの値

　段を再調査し次回役員会で決定します。�

・８／３１、９／１日韓親善会議は市川（洋）、和泉

　会員が参加。参加費の半額を会で負担、承認。

�・９／１０ライオンズクラブ・チャリティーコンペ。

　参加は親睦活動委員会にお願いしました。�

・寄付金：飯能市保育所および園保護者会連

　合会、１万円。協賛金：第１１回西川材フェ

　ア、１万円。飯能まつり協賛会、５万円。承認。

�・１０／４飯能ＲＣ親睦ゴルフコンペ、承認。

�・飯能日高テレビの取材が入っていますが、

　公開例会にするかどうか、会報・広報委員会

　で判断のつかない場合もあるため、今後、役

　員会でのプログラム協議時に決定します。�

【委員会報告】

◎米山記念奨学委員会　　　　　 市川（洋）君

　今日、間邉元幸会員より米山記念奨学個人

特別寄付金１０万円を頂きました（拍手）。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　服部君

　１０／４飯能ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催。飯能

グリーンＣＣのご協力で安くプレー出来ます。

費用４０００円。８／２２夜間例会は大勢のお申込

み、有難うございました。納涼会も兼ねるため、

汚れても良い、涼しい平服でお願い致します。

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　吉田健会員よりマルチプル・ポールハリス・

フェローの寄付を頂きました（拍手）。

【セミナー報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　　大木君

　８／４第２回セミナー。昨年の『我等の生業』

には感銘を受ける言葉が沢山書かれています

が、今年はこれを増刷。改めて皆様から原稿を

ご提出頂きたい。第２部、アーサー・フレデリック・

シェルドンの研究をされた言葉に対し委員長

が説明された中に一寸気にかかる事もござい

ましたが、有意義な教育を受けて参りました。

【出席報告】無断欠席なし　　  川口出席委員

【Ｍ　　Ｕ】

７／１９（東松山むさし）間邉君

８／４（地区）大木君

８／７（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

　本日も鈴木ガバナーを『ヘイ・ジュード』で

お迎えしました。オリンピック期間限定とい

う事でお許し頂ければと思っております。Ｐ・

マッカートニーの出演料はたった１ポンド。

英国でＲＣに入ってくれれば毎年ＭＵに行く

んですけど…。余計な事を申し上げました。

◎ニコニコＢＯＸ�

・第２５７０地区鈴木秀憲ガバナー様、第３グ

　ループ平岡達也ガバナー補佐様、ようこそ。

　本日はよろしくお願い致します。

　　中里（昌）君、新井君、安藤君、吉田（武）君

　　島田君、小川君、半田君、吉島君�

・鈴木ガバナー様、商工会議所会頭時代もお

　世話になりました。　　　　　　　新井君�

・鈴木ガバナー様、平岡ガバナー補佐様、一

　年間地区ではお世話になります。

　　　　　　　　　（地区）半田君、吉島君�

本日計８，０００円、累計額９６，０００円。

◎２２日例会当番は神田（康）会員、木川会員です。

�
【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　安藤会長

　昭和１７年生まれ。県立浦和高校、国立千葉大学

工学部をご卒業。（株）協同、（株）協同バス、（株）協同

観光バス等の代表取締役社長。ロータリー歴は、

１９７９年、吹上ＲＣ創立に参加、入会。幹事、会長

を務められ、２０１１―１２年度に第５グループ

ガバナー補佐。本年度、ガバナーにご就任。

　こんにちは。今年度ガ

バナーを務めさせて頂く

鈴木秀憲と申します。会

長挨拶で触れて頂きまし

たが、３年前、「目指せ世界

遺産」のキャラバンでお邪

魔し、その節は大変お世

話になりました。

　前年度はガバナー補佐、

ガバナーエレクトという

事でお世話になり改めて心より篤く御礼申し

上げます。今日はまた大変な歓迎を頂き、ホ

テル入り口にも、ここにも大きな看板があり、

感激しておるところでございます。

　少しだけ自己紹介をさせて頂きます。

　吹上ＲＣに所属。ＲＣ歴だけは３０数年ですが、

自分の商売や地域団体の事等をやっており、

なかなかロータリーに時間が掛けられなかっ

たという事がございます。「吹上」は飯能の方

には分かりにくいかと思いますが、高崎線で

熊谷の２つ手前、１つ手前が行田です。平成の

市町村合併を経て現在は鴻巣市の一部になっ

ています。鴻巣は２７７０地区エリア。合併した時、

「どうしようか」と協議しました。「親クラブが

行田。住居表示は変わっても親子関係は変わ

らない」という事で、その後も２５７０地区にお

世話になっています。ただ、合併は吸収合併で、

街の北のはずれ。いろんな事の目が地元吹上

より鴻巣に向いてしまい、増強が出来ないだ

けでなく急激に会員が減り苦しんでいます。

「ガバナーノミニー」を言われた時も会員数は

１２名。「１２名で何が出来るんだ」「そんな難し

い事は出来ない」等、議論がありました。ただ、

私自身の経済活動の基盤が行田ですので、行

田や行田さくらのメンバーにご支援を頂くと

いう事で引き受けさせて頂く事になりました。

今日同行頂いているのは行田さくらのお２人

です。そんな事で、大変小さなクラブですが

いつも３クラブで合同例会という事でやらせ

て頂いております。一方で、２７７０地区の鴻巣、

鴻巣水曜、北本クラブとも、地区を越えての合

同例会もさせて頂いております。あと１つ、

親クラブの行田では私の倅がお世話になり、

兄クラブの行田さくらでは義弟がお世話にな

っており、「兄クラブに弟」「親クラブに倅」と、

家庭的にはねじれ現象が起きているわけです。

いずれにしても、行田、行田さくらクラブに大

変なご支援を頂いておるところでございます。

　こちらへ来て最初に感じたのは「出席率が

良いな」という事。「５４名より沢山居る位だな」

と思いました。入口の出席表に何も書いて無

い人はＭＵしていないという事ですか。ＭＵ

されている方はクラブ名、地区セミナー名が

書いてあるとか。しかし、あのように出ている

と欠席し難いですね。素晴らしい仕掛けだと

思っております。昔はああいった事を積極的

にやっていたが昨今だんだん見られなくなっ

た気がします。先日、あるクラブでは「出席が

青、ＭＵが黄色、欠席が赤」と、信号みたいな表

示。こちらも、そういった皆様のご努力があっ

て出席率が高いのかなと思いました。データ

も今日は９０％、その後ＭＵしたりすると９０数％。

高い出席率を誇っている事がよく分かり大変

参考になりました。

「目指せ世界遺産」のキャラバンの時には、

多くの方にサポーターにもなって頂き、大変

有難うございました。

　私は今年１月、ガバナーとしての勉強会（ゲッ

ツ）に参加。サンディエゴで１週間程、缶詰で

勉強して参りました。朝から晩まで、外へ出る

時間は無し。１日が４～５つに分けられ、うち２

つが本会議（全体会議）、世界のガバナー５３０人

と配偶者、計１０００人が一堂に会します。ＲＩ

会長エレクト・田中作次氏のスピーチは日本

語で聴けるのかと思ましたが、やはり英語。同

時通訳機からはしゃべる前の言葉が日本語で

流れて来たりしていました。今はインターネッ

トで直ぐに流れるため、ＲＩ会長の話はもとよ

り本会議でのいろんな話までが日本へ帰った

時には『講演集』という形で出ていました。前は、

ガバナーが聴いて来た事を書いていたようで

すが、今は「あそこでこう言っていたが、どう

いう事なんだ」と聞かれます。熱心な方が居る

わけです。そういう全体会議と、日本人は日本

人だけの分科会があります。日本の３４地区、

３４名のガバナーが３グループに分かれ１１～

１２名での分科会。正にＲＬＩと同じ方式の少

人数スタイルです。講習会に行かれた方もい

らっしゃると思いますが、講師が一方的にし

ゃべるのではなく、「こういう問題を皆さんは

どうお考えになりますか」と聞いて行くわけ

です。これが１日２、３回。朝、食事をしてから

夕飯まで。朝飯も指定されていて皆一緒。チッ

プの入ったカードが無いと食堂にも入れない。

会議の入場記録が無いと「あの人、

欠席になってるね」と全部分かって

しまう。ＲＩ会長から「奉仕を通じて

平和を」という話を本会議で聴く

と分科会では「奉仕とは」「平和とは」

と改めて議論するわけです。

　そういった事を経て、私は、「奉仕」

について考えて頂こうと思い、地区

の重点項目に「奉仕の追求」という

言葉を使わせて頂きました。

　また、ＲＩ会長は、３か年の長期

計画にも触れ、１「クラブのサポー

トと強化」、２「人道的奉仕の重点

化と増加」、３「公共イメージと認知度の向上」

の３項目、特に、１と３に力を入れてお話され

ました。２はＲＩ会長のテーマそのものです。

　１は結論から言うと「会員増強をやってくれ」

という事。現在１２０万人のロータリアンは昨今、

少しずつ減ってきている。私は他でもいろい

ろと言わせて頂いておりますが、会員増強の

基の一番は何か？　先ずは我々ロータリアン

が世間の人から尊敬されるような言動をされ

るべきだと思っております。尊敬され、憧れの

対象になる事で「私もあのようなロータリア

ンになりたい」という新たなロータリアンが

誕生するのだろうと思っております。「増強」

と言うとデータや数で「何人以上」とかになる。

努力目標としては当然数字を掲げる事になる

と思いますが、この数字をあまり押し付ける

ものではないと思います。むしろ我々は先ず

は“世間の方から尊敬されるような言動”をも

う一度考えるべきだろうと思っておるところ

でございます。その結果、会員増強になる、

というのが一番だろうと考えております。

　３は「ロータリーが行っている事をもっと

世間の方に知って頂こう」、知って頂くために

「もっとメディアに売り込もう」という事にな

るわけです。新聞、テレビ等にお願いして取り

上げて頂くのは結構な事なのですが、その前に、

我々のやっている「中身」「内容」がきっちりし

ていないと、世間の人から「何だい、こんな程

度かい」等と思われても困ります。我々が行う

「内容」と言えば、「職業奉仕」「社会奉仕」「国

際奉仕」「新世代」等をきっちり行っていく事。

その上で新聞やテレビに取り上げて頂くとい

う事になるかと思っております。

「奉仕の追求」の中では、私は、先ずは「職業奉仕」

だと申し上げたい。ひと言で言うなら“自分を

磨き、自分の仕事を磨く”事。近江商人の「三方

よし」やシェルドンの話も結構ですが、私は先

ずは会員個々が自分でやる事、自分を磨く事、

仕事を磨く事だろうと思っております。その

上で（それと同時に）、クラブで「社会奉仕」を

する。もちろん一人で「社会奉仕」をされる事

も、地区で「社会奉仕」をされる事もあります。

ですが、多くは、地域のニーズに応じた事をク

ラブが行うという事になると思います。飯能

は「１地域１クラブ」だから分かり易い。これ

が地域に２、３クラブとなると「青少年のスポー

ツ振興支援」と言っても、あるクラブは少年野

球、あるクラブは少年サッカー、少年剣道と、「一

体何をやっているのか」となる。たまには地域

の３～５クラブが一緒の事業をやる事もイメ

ージアップに繋がる。地区でも、地区を挙げて

やっても良いんじゃないかという事で、県名

発祥のさきたま古墳世界遺産登録の運動をさ

せて頂いておるところでございます。

『月信』Ｐ４のように、田中ＲＩ会長を真ん中に、

ポリオの事を訴えた新聞１面広告を出させて

もらいました。「埼玉新聞」は皆様が思ってお

られるより、国の出先、県、県の出先、市町村、

学校、大会社の方によく読まれています。下に

「さきたま古墳を世界遺産に、両地区（２５７０・

２７７０）で推奨」と入れました。埼玉県を意識

したものですから連携してやって行こうとい

う事です。今年からは２７７０地区へも行って

一緒に運動を盛り上げて行きます。あっちと

こっちがあっては一般の方には分かり難いの

で広告自体２地区一緒。本年度は「社会奉仕」

については２地区で連携してやる事をいくつ

か入れさせて頂きます。田中氏が手をこのよ

うにしていますが、「（ポリオが）もうちょっと

（で無くなる）」という意味です。１９８５年から

ＲＣで支援。当初、ポリオの発症は３５万人居た

が、昨年の統計では１，０００人弱。今年７月半ば

頃までの半年で１００人行ってない。かなり減っ

てきています。ポリオが減っている事はお医

者様もご存知なのですが、ロータリアン以外

のお医者様はＲＣが一生懸命やっている事を

ご存知ない。そんな事も含め、広告を入れさせ

て頂いた。正に「奉仕を通じて平和を」の重要

な１つだろうと思っております。

　田中氏のおっしゃる「平和」については、既

に皆様方いろんな文章をお読みになっている

からご存知だろうと思いますが、「平和」とい

う概念は皆様方によって皆違う。はっきり言

いまして、日本に居るとあまり「平和」という

事を考えなくて済むような状態になっている

（政治的な問題を見れば日本も安穏としてい

られる状態ではないと思うが、政治の話はあ

まりするなと言われているため横へ置く）。戦

争、紛争といった事以外にも例えば、まだまだ

病気が蔓延している、水も供給出来ていない、

教育が為されない。教育が為されないという

のは非常に問題。「危険」と書いてあっても読

めないから地雷の悲劇が起こる。「口にしては

いけない」のに口にして病気になる。

その他にも経済的な問題等いろんな

「平和」という捉え方があるわけです。

先ず代表してポリオの事を出させて

頂いたという状況でございます。

　先程、会長幹事との懇談の中で、

「メンバーからの質問に答えて頂き

たい」とペーパーを頂きました。

「東日本大震災の被災孤児に対して

奨学金の紹介等するという事業を進

めると聞きました。詳細を説明して下さい」。

　大震災が起きた時、当時のガバナー・西川氏

は地区大会を中止にし、そのお金を全部被災

地へ出そうという事になった。実は同じ様に

全国３４地区からお金が集まったのです。１０億

円と聞いています。その後の、お金の配分、差

し上げ方についてはいろんな考え方がありま

した。まんべんなく皆に公平にと考えると非

常に難しい。「赤十字へ出したがいつになった

ら金が届くんだ」と、そういうニュースもあっ

たかと思います。そういうふうな事がどうし

てもある。それらを踏まえ、日本のＲＣの中

でもいろんな議論がありました。

　結論から言いますと、地区が直接被災地へ

支援を送る方法を採った所もありましたが、

残った１０地区は、当初の考え方通り、大震災

でご両親を亡くした子ども達の奨学資金を援

助しようではないかという話になりました。

当初のお金だけでは足りないという事もあり、

その後も、というような事です。

　批判ではないのですが、前年度はむしろ、

差し上げた先が分かるような事をして欲しい

とのご意見を取り入れ、特に被害の激しかっ

た岩手・宮城・福島・茨城に直接差し上げると

いう形で、地区分担金に１万円ずつ上乗せし、

皆様全員から頂戴して財源を作ったわけです。

　今年度はどうするのかという事ですが、前

年度とは状況が違いますので、あえて、地区分

担金に上乗せして頂戴する形は採りません。

今年度は「社会奉仕事業の一環」として皆様方

にお願いをしたい。来月の社会奉仕部門セミ

ナーで各クラブの代表にお願い致しますが、

是非、立原年度の時と同じ位を皆様方にお願

いしたいと考えておるところでございます。

使途は「ロータリー希望の風奨学金」に充当し

ます。それをしないと当初掲げた目標も達成

しないという事です。ご理解頂きましてご協

力頂ければと思っております。

　被災の方々には、高校卒業まで１人５万円／月、

年間６０万円を奨学金として差し上げます（『月

信』Ｐ５）。そのような事で、ご質問に答えさせ

て頂くと共に、ご協力をお願いしたい。

　本年度、皆様方のいろいろなご意見を伺わ

せて頂きながら、地区が、何よりもクラブそ

して皆様方が、充実したロータリアン生活を

送れますよう邁進努力するつもりでございま

すので、どうかよろしくご協力をお願い致し

まして、ご挨拶とさせて頂きます。

　

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人
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《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　安藤会長

・ソング　我等のなりわい�

・ビジター　  第２５７０地区ガバナー�

　　　　　　鈴木秀憲様（吹上）

　　　　　地区第３グループガバナー補佐

　　　　　　平岡達也様（入間）

　　　　　　　　矢澤大和様（行田さくら）

　　　　　　　　斉藤　亘様（行田さくら）

・記念卓話　鈴木秀憲ガバナー�

【会長報告】

　鈴木秀憲ガバナー、平岡達也ガバナー補佐、

随員の皆様には、暑い日が続く中、お出ましを

頂き、心から歓迎を申し上げると共に、ご指導

の程よろしくお願い致します。

　当クラブは会員５４名、創立４９年目を迎え、

会員一同力を合わせ５０周年に向かって頑張

っているクラブです。緑と清流に恵まれたま

ちであり、地域に根ざした活動をしっかりと

今後も行っていきたいと考えております。

　鈴木ガバナーには３年程前、当時、行田商工

会議所会頭というお立場でお越し頂き、さき

たま古墳の世界遺産登録について卓話を頂き

ました。また、ガバナーは飯能の方へドライブ

や山登り等によくお出かけ頂いていると承り

ました。卓話をとても楽しみにしております。

　８／１夜間の第３回役員会、ご協力有難うご

ざいました。吉田（健）会員が体調を崩し入院

されました。早い回復をお祈り致します。

【幹事報告】

・吉田（健）会員が８／５、体調を崩され埼玉医

　大に入院。お盆過ぎに会長とお見舞いに。�

・９月のプログラムについて�

・ＭＵビジター費、現行２５００円を少し落とし、

　多くの方に飯能に出席して頂きたいという

　提案がありましたが、「値段だけの問題では

　ない」というご意見も頂き、近隣クラブの値

　段を再調査し次回役員会で決定します。�

・８／３１、９／１日韓親善会議は市川（洋）、和泉

　会員が参加。参加費の半額を会で負担、承認。

�・９／１０ライオンズクラブ・チャリティーコンペ。

　参加は親睦活動委員会にお願いしました。�

・寄付金：飯能市保育所および園保護者会連

　合会、１万円。協賛金：第１１回西川材フェ

　ア、１万円。飯能まつり協賛会、５万円。承認。

�・１０／４飯能ＲＣ親睦ゴルフコンペ、承認。

�・飯能日高テレビの取材が入っていますが、

　公開例会にするかどうか、会報・広報委員会

　で判断のつかない場合もあるため、今後、役

　員会でのプログラム協議時に決定します。�

【委員会報告】

◎米山記念奨学委員会　　　　　 市川（洋）君

　今日、間邉元幸会員より米山記念奨学個人

特別寄付金１０万円を頂きました（拍手）。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　服部君

　１０／４飯能ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催。飯能

グリーンＣＣのご協力で安くプレー出来ます。

費用４０００円。８／２２夜間例会は大勢のお申込

み、有難うございました。納涼会も兼ねるため、

汚れても良い、涼しい平服でお願い致します。

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　吉田健会員よりマルチプル・ポールハリス・

フェローの寄付を頂きました（拍手）。

【セミナー報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　　大木君

　８／４第２回セミナー。昨年の『我等の生業』

には感銘を受ける言葉が沢山書かれています

が、今年はこれを増刷。改めて皆様から原稿を

ご提出頂きたい。第２部、アーサー・フレデリック・

シェルドンの研究をされた言葉に対し委員長

が説明された中に一寸気にかかる事もござい

ましたが、有意義な教育を受けて参りました。

【出席報告】無断欠席なし　　  川口出席委員

【Ｍ　　Ｕ】

７／１９（東松山むさし）間邉君

８／４（地区）大木君

８／７（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

　本日も鈴木ガバナーを『ヘイ・ジュード』で

お迎えしました。オリンピック期間限定とい

う事でお許し頂ければと思っております。Ｐ・

マッカートニーの出演料はたった１ポンド。

英国でＲＣに入ってくれれば毎年ＭＵに行く

んですけど…。余計な事を申し上げました。

◎ニコニコＢＯＸ�

・第２５７０地区鈴木秀憲ガバナー様、第３グ

　ループ平岡達也ガバナー補佐様、ようこそ。

　本日はよろしくお願い致します。

　　中里（昌）君、新井君、安藤君、吉田（武）君

　　島田君、小川君、半田君、吉島君�

・鈴木ガバナー様、商工会議所会頭時代もお

　世話になりました。　　　　　　　新井君�

・鈴木ガバナー様、平岡ガバナー補佐様、一

　年間地区ではお世話になります。

　　　　　　　　　（地区）半田君、吉島君�

本日計８，０００円、累計額９６，０００円。

◎２２日例会当番は神田（康）会員、木川会員です。

�
【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　安藤会長

　昭和１７年生まれ。県立浦和高校、国立千葉大学

工学部をご卒業。（株）協同、（株）協同バス、（株）協同

観光バス等の代表取締役社長。ロータリー歴は、

１９７９年、吹上ＲＣ創立に参加、入会。幹事、会長

を務められ、２０１１―１２年度に第５グループ

ガバナー補佐。本年度、ガバナーにご就任。

　こんにちは。今年度ガ

バナーを務めさせて頂く

鈴木秀憲と申します。会

長挨拶で触れて頂きまし

たが、３年前、「目指せ世界

遺産」のキャラバンでお邪

魔し、その節は大変お世

話になりました。

　前年度はガバナー補佐、

ガバナーエレクトという

事でお世話になり改めて心より篤く御礼申し

上げます。今日はまた大変な歓迎を頂き、ホ

テル入り口にも、ここにも大きな看板があり、

感激しておるところでございます。

　少しだけ自己紹介をさせて頂きます。

　吹上ＲＣに所属。ＲＣ歴だけは３０数年ですが、

自分の商売や地域団体の事等をやっており、

なかなかロータリーに時間が掛けられなかっ

たという事がございます。「吹上」は飯能の方

には分かりにくいかと思いますが、高崎線で

熊谷の２つ手前、１つ手前が行田です。平成の

市町村合併を経て現在は鴻巣市の一部になっ

ています。鴻巣は２７７０地区エリア。合併した時、

「どうしようか」と協議しました。「親クラブが

行田。住居表示は変わっても親子関係は変わ

らない」という事で、その後も２５７０地区にお

世話になっています。ただ、合併は吸収合併で、

街の北のはずれ。いろんな事の目が地元吹上

より鴻巣に向いてしまい、増強が出来ないだ

けでなく急激に会員が減り苦しんでいます。

「ガバナーノミニー」を言われた時も会員数は

１２名。「１２名で何が出来るんだ」「そんな難し

い事は出来ない」等、議論がありました。ただ、

私自身の経済活動の基盤が行田ですので、行

田や行田さくらのメンバーにご支援を頂くと

いう事で引き受けさせて頂く事になりました。

今日同行頂いているのは行田さくらのお２人

です。そんな事で、大変小さなクラブですが

いつも３クラブで合同例会という事でやらせ

て頂いております。一方で、２７７０地区の鴻巣、

鴻巣水曜、北本クラブとも、地区を越えての合

同例会もさせて頂いております。あと１つ、

親クラブの行田では私の倅がお世話になり、

兄クラブの行田さくらでは義弟がお世話にな

っており、「兄クラブに弟」「親クラブに倅」と、

家庭的にはねじれ現象が起きているわけです。

いずれにしても、行田、行田さくらクラブに大

変なご支援を頂いておるところでございます。

　こちらへ来て最初に感じたのは「出席率が

良いな」という事。「５４名より沢山居る位だな」

と思いました。入口の出席表に何も書いて無

い人はＭＵしていないという事ですか。ＭＵ

されている方はクラブ名、地区セミナー名が

書いてあるとか。しかし、あのように出ている

と欠席し難いですね。素晴らしい仕掛けだと

思っております。昔はああいった事を積極的

にやっていたが昨今だんだん見られなくなっ

た気がします。先日、あるクラブでは「出席が

青、ＭＵが黄色、欠席が赤」と、信号みたいな表

示。こちらも、そういった皆様のご努力があっ

て出席率が高いのかなと思いました。データ

も今日は９０％、その後ＭＵしたりすると９０数％。

高い出席率を誇っている事がよく分かり大変

参考になりました。

「目指せ世界遺産」のキャラバンの時には、

多くの方にサポーターにもなって頂き、大変

有難うございました。

　私は今年１月、ガバナーとしての勉強会（ゲッ

ツ）に参加。サンディエゴで１週間程、缶詰で

勉強して参りました。朝から晩まで、外へ出る

時間は無し。１日が４～５つに分けられ、うち２

つが本会議（全体会議）、世界のガバナー５３０人

と配偶者、計１０００人が一堂に会します。ＲＩ

会長エレクト・田中作次氏のスピーチは日本

語で聴けるのかと思ましたが、やはり英語。同

時通訳機からはしゃべる前の言葉が日本語で

流れて来たりしていました。今はインターネッ

トで直ぐに流れるため、ＲＩ会長の話はもとよ

り本会議でのいろんな話までが日本へ帰った

時には『講演集』という形で出ていました。前は、

ガバナーが聴いて来た事を書いていたようで

すが、今は「あそこでこう言っていたが、どう

いう事なんだ」と聞かれます。熱心な方が居る

わけです。そういう全体会議と、日本人は日本

人だけの分科会があります。日本の３４地区、

３４名のガバナーが３グループに分かれ１１～

１２名での分科会。正にＲＬＩと同じ方式の少

人数スタイルです。講習会に行かれた方もい

らっしゃると思いますが、講師が一方的にし

ゃべるのではなく、「こういう問題を皆さんは

どうお考えになりますか」と聞いて行くわけ

です。これが１日２、３回。朝、食事をしてから

夕飯まで。朝飯も指定されていて皆一緒。チッ

プの入ったカードが無いと食堂にも入れない。

会議の入場記録が無いと「あの人、

欠席になってるね」と全部分かって

しまう。ＲＩ会長から「奉仕を通じて

平和を」という話を本会議で聴く

と分科会では「奉仕とは」「平和とは」

と改めて議論するわけです。

　そういった事を経て、私は、「奉仕」

について考えて頂こうと思い、地区

の重点項目に「奉仕の追求」という

言葉を使わせて頂きました。

　また、ＲＩ会長は、３か年の長期

計画にも触れ、１「クラブのサポー

トと強化」、２「人道的奉仕の重点

化と増加」、３「公共イメージと認知度の向上」

の３項目、特に、１と３に力を入れてお話され

ました。２はＲＩ会長のテーマそのものです。

　１は結論から言うと「会員増強をやってくれ」

という事。現在１２０万人のロータリアンは昨今、

少しずつ減ってきている。私は他でもいろい

ろと言わせて頂いておりますが、会員増強の

基の一番は何か？　先ずは我々ロータリアン

が世間の人から尊敬されるような言動をされ

るべきだと思っております。尊敬され、憧れの

対象になる事で「私もあのようなロータリア

ンになりたい」という新たなロータリアンが

誕生するのだろうと思っております。「増強」

と言うとデータや数で「何人以上」とかになる。

努力目標としては当然数字を掲げる事になる

と思いますが、この数字をあまり押し付ける

ものではないと思います。むしろ我々は先ず

は“世間の方から尊敬されるような言動”をも

う一度考えるべきだろうと思っておるところ

でございます。その結果、会員増強になる、

というのが一番だろうと考えております。

　３は「ロータリーが行っている事をもっと

世間の方に知って頂こう」、知って頂くために

「もっとメディアに売り込もう」という事にな

るわけです。新聞、テレビ等にお願いして取り

上げて頂くのは結構な事なのですが、その前に、

我々のやっている「中身」「内容」がきっちりし

ていないと、世間の人から「何だい、こんな程

度かい」等と思われても困ります。我々が行う

「内容」と言えば、「職業奉仕」「社会奉仕」「国

際奉仕」「新世代」等をきっちり行っていく事。

その上で新聞やテレビに取り上げて頂くとい

う事になるかと思っております。

「奉仕の追求」の中では、私は、先ずは「職業奉仕」

だと申し上げたい。ひと言で言うなら“自分を

磨き、自分の仕事を磨く”事。近江商人の「三方

よし」やシェルドンの話も結構ですが、私は先

ずは会員個々が自分でやる事、自分を磨く事、

仕事を磨く事だろうと思っております。その

上で（それと同時に）、クラブで「社会奉仕」を

する。もちろん一人で「社会奉仕」をされる事

も、地区で「社会奉仕」をされる事もあります。

ですが、多くは、地域のニーズに応じた事をク

ラブが行うという事になると思います。飯能

は「１地域１クラブ」だから分かり易い。これ

が地域に２、３クラブとなると「青少年のスポー

ツ振興支援」と言っても、あるクラブは少年野

球、あるクラブは少年サッカー、少年剣道と、「一

体何をやっているのか」となる。たまには地域

の３～５クラブが一緒の事業をやる事もイメ

ージアップに繋がる。地区でも、地区を挙げて

やっても良いんじゃないかという事で、県名

発祥のさきたま古墳世界遺産登録の運動をさ

せて頂いておるところでございます。

『月信』Ｐ４のように、田中ＲＩ会長を真ん中に、

ポリオの事を訴えた新聞１面広告を出させて

もらいました。「埼玉新聞」は皆様が思ってお

られるより、国の出先、県、県の出先、市町村、

学校、大会社の方によく読まれています。下に

「さきたま古墳を世界遺産に、両地区（２５７０・

２７７０）で推奨」と入れました。埼玉県を意識

したものですから連携してやって行こうとい

う事です。今年からは２７７０地区へも行って

一緒に運動を盛り上げて行きます。あっちと

こっちがあっては一般の方には分かり難いの

で広告自体２地区一緒。本年度は「社会奉仕」

については２地区で連携してやる事をいくつ

か入れさせて頂きます。田中氏が手をこのよ

うにしていますが、「（ポリオが）もうちょっと

（で無くなる）」という意味です。１９８５年から

ＲＣで支援。当初、ポリオの発症は３５万人居た

が、昨年の統計では１，０００人弱。今年７月半ば

頃までの半年で１００人行ってない。かなり減っ

てきています。ポリオが減っている事はお医

者様もご存知なのですが、ロータリアン以外

のお医者様はＲＣが一生懸命やっている事を

ご存知ない。そんな事も含め、広告を入れさせ

て頂いた。正に「奉仕を通じて平和を」の重要

な１つだろうと思っております。

　田中氏のおっしゃる「平和」については、既

に皆様方いろんな文章をお読みになっている

からご存知だろうと思いますが、「平和」とい

う概念は皆様方によって皆違う。はっきり言

いまして、日本に居るとあまり「平和」という

事を考えなくて済むような状態になっている

（政治的な問題を見れば日本も安穏としてい

られる状態ではないと思うが、政治の話はあ

まりするなと言われているため横へ置く）。戦

争、紛争といった事以外にも例えば、まだまだ

病気が蔓延している、水も供給出来ていない、

教育が為されない。教育が為されないという

のは非常に問題。「危険」と書いてあっても読

めないから地雷の悲劇が起こる。「口にしては

いけない」のに口にして病気になる。

その他にも経済的な問題等いろんな

「平和」という捉え方があるわけです。

先ず代表してポリオの事を出させて

頂いたという状況でございます。

　先程、会長幹事との懇談の中で、

「メンバーからの質問に答えて頂き

たい」とペーパーを頂きました。

「東日本大震災の被災孤児に対して

奨学金の紹介等するという事業を進

めると聞きました。詳細を説明して下さい」。

　大震災が起きた時、当時のガバナー・西川氏

は地区大会を中止にし、そのお金を全部被災

地へ出そうという事になった。実は同じ様に

全国３４地区からお金が集まったのです。１０億

円と聞いています。その後の、お金の配分、差

し上げ方についてはいろんな考え方がありま

した。まんべんなく皆に公平にと考えると非

常に難しい。「赤十字へ出したがいつになった

ら金が届くんだ」と、そういうニュースもあっ

たかと思います。そういうふうな事がどうし

てもある。それらを踏まえ、日本のＲＣの中

でもいろんな議論がありました。

　結論から言いますと、地区が直接被災地へ

支援を送る方法を採った所もありましたが、

残った１０地区は、当初の考え方通り、大震災

でご両親を亡くした子ども達の奨学資金を援

助しようではないかという話になりました。

当初のお金だけでは足りないという事もあり、

その後も、というような事です。

　批判ではないのですが、前年度はむしろ、

差し上げた先が分かるような事をして欲しい

とのご意見を取り入れ、特に被害の激しかっ

た岩手・宮城・福島・茨城に直接差し上げると

いう形で、地区分担金に１万円ずつ上乗せし、

皆様全員から頂戴して財源を作ったわけです。

　今年度はどうするのかという事ですが、前

年度とは状況が違いますので、あえて、地区分

担金に上乗せして頂戴する形は採りません。

今年度は「社会奉仕事業の一環」として皆様方

にお願いをしたい。来月の社会奉仕部門セミ

ナーで各クラブの代表にお願い致しますが、

是非、立原年度の時と同じ位を皆様方にお願

いしたいと考えておるところでございます。

使途は「ロータリー希望の風奨学金」に充当し

ます。それをしないと当初掲げた目標も達成

しないという事です。ご理解頂きましてご協

力頂ければと思っております。

　被災の方々には、高校卒業まで１人５万円／月、

年間６０万円を奨学金として差し上げます（『月

信』Ｐ５）。そのような事で、ご質問に答えさせ

て頂くと共に、ご協力をお願いしたい。

　本年度、皆様方のいろいろなご意見を伺わ

せて頂きながら、地区が、何よりもクラブそ

して皆様方が、充実したロータリアン生活を

送れますよう邁進努力するつもりでございま

すので、どうかよろしくご協力をお願い致し

まして、ご挨拶とさせて頂きます。
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《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　安藤会長

・ソング　我等のなりわい�

・ビジター　  第２５７０地区ガバナー�

　　　　　　鈴木秀憲様（吹上）

　　　　　地区第３グループガバナー補佐

　　　　　　平岡達也様（入間）

　　　　　　　　矢澤大和様（行田さくら）

　　　　　　　　斉藤　亘様（行田さくら）

・記念卓話　鈴木秀憲ガバナー�

【会長報告】

　鈴木秀憲ガバナー、平岡達也ガバナー補佐、

随員の皆様には、暑い日が続く中、お出ましを

頂き、心から歓迎を申し上げると共に、ご指導

の程よろしくお願い致します。

　当クラブは会員５４名、創立４９年目を迎え、

会員一同力を合わせ５０周年に向かって頑張

っているクラブです。緑と清流に恵まれたま

ちであり、地域に根ざした活動をしっかりと

今後も行っていきたいと考えております。

　鈴木ガバナーには３年程前、当時、行田商工

会議所会頭というお立場でお越し頂き、さき

たま古墳の世界遺産登録について卓話を頂き

ました。また、ガバナーは飯能の方へドライブ

や山登り等によくお出かけ頂いていると承り

ました。卓話をとても楽しみにしております。

　８／１夜間の第３回役員会、ご協力有難うご

ざいました。吉田（健）会員が体調を崩し入院

されました。早い回復をお祈り致します。

【幹事報告】

・吉田（健）会員が８／５、体調を崩され埼玉医

　大に入院。お盆過ぎに会長とお見舞いに。�

・９月のプログラムについて�

・ＭＵビジター費、現行２５００円を少し落とし、

　多くの方に飯能に出席して頂きたいという

　提案がありましたが、「値段だけの問題では

　ない」というご意見も頂き、近隣クラブの値

　段を再調査し次回役員会で決定します。�

・８／３１、９／１日韓親善会議は市川（洋）、和泉

　会員が参加。参加費の半額を会で負担、承認。

�・９／１０ライオンズクラブ・チャリティーコンペ。

　参加は親睦活動委員会にお願いしました。�

・寄付金：飯能市保育所および園保護者会連

　合会、１万円。協賛金：第１１回西川材フェ

　ア、１万円。飯能まつり協賛会、５万円。承認。

�・１０／４飯能ＲＣ親睦ゴルフコンペ、承認。

�・飯能日高テレビの取材が入っていますが、

　公開例会にするかどうか、会報・広報委員会

　で判断のつかない場合もあるため、今後、役

　員会でのプログラム協議時に決定します。�

【委員会報告】

◎米山記念奨学委員会　　　　　 市川（洋）君

　今日、間邉元幸会員より米山記念奨学個人

特別寄付金１０万円を頂きました（拍手）。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　服部君

　１０／４飯能ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催。飯能

グリーンＣＣのご協力で安くプレー出来ます。

費用４０００円。８／２２夜間例会は大勢のお申込

み、有難うございました。納涼会も兼ねるため、

汚れても良い、涼しい平服でお願い致します。

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　吉田健会員よりマルチプル・ポールハリス・

フェローの寄付を頂きました（拍手）。

【セミナー報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　　大木君

　８／４第２回セミナー。昨年の『我等の生業』

には感銘を受ける言葉が沢山書かれています

が、今年はこれを増刷。改めて皆様から原稿を

ご提出頂きたい。第２部、アーサー・フレデリック・

シェルドンの研究をされた言葉に対し委員長

が説明された中に一寸気にかかる事もござい

ましたが、有意義な教育を受けて参りました。

【出席報告】無断欠席なし　　  川口出席委員

【Ｍ　　Ｕ】

７／１９（東松山むさし）間邉君

８／４（地区）大木君

８／７（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

　本日も鈴木ガバナーを『ヘイ・ジュード』で

お迎えしました。オリンピック期間限定とい

う事でお許し頂ければと思っております。Ｐ・

マッカートニーの出演料はたった１ポンド。

英国でＲＣに入ってくれれば毎年ＭＵに行く

んですけど…。余計な事を申し上げました。

◎ニコニコＢＯＸ�

・第２５７０地区鈴木秀憲ガバナー様、第３グ

　ループ平岡達也ガバナー補佐様、ようこそ。

　本日はよろしくお願い致します。

　　中里（昌）君、新井君、安藤君、吉田（武）君

　　島田君、小川君、半田君、吉島君�

・鈴木ガバナー様、商工会議所会頭時代もお

　世話になりました。　　　　　　　新井君�

・鈴木ガバナー様、平岡ガバナー補佐様、一

　年間地区ではお世話になります。

　　　　　　　　　（地区）半田君、吉島君�

本日計８，０００円、累計額９６，０００円。

◎２２日例会当番は神田（康）会員、木川会員です。

�
【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　安藤会長

　昭和１７年生まれ。県立浦和高校、国立千葉大学

工学部をご卒業。（株）協同、（株）協同バス、（株）協同

観光バス等の代表取締役社長。ロータリー歴は、

１９７９年、吹上ＲＣ創立に参加、入会。幹事、会長

を務められ、２０１１―１２年度に第５グループ

ガバナー補佐。本年度、ガバナーにご就任。

　こんにちは。今年度ガ

バナーを務めさせて頂く

鈴木秀憲と申します。会

長挨拶で触れて頂きまし

たが、３年前、「目指せ世界

遺産」のキャラバンでお邪

魔し、その節は大変お世

話になりました。

　前年度はガバナー補佐、

ガバナーエレクトという

事でお世話になり改めて心より篤く御礼申し

上げます。今日はまた大変な歓迎を頂き、ホ

テル入り口にも、ここにも大きな看板があり、

感激しておるところでございます。

　少しだけ自己紹介をさせて頂きます。

　吹上ＲＣに所属。ＲＣ歴だけは３０数年ですが、

自分の商売や地域団体の事等をやっており、

なかなかロータリーに時間が掛けられなかっ

たという事がございます。「吹上」は飯能の方

には分かりにくいかと思いますが、高崎線で

熊谷の２つ手前、１つ手前が行田です。平成の

市町村合併を経て現在は鴻巣市の一部になっ

ています。鴻巣は２７７０地区エリア。合併した時、

「どうしようか」と協議しました。「親クラブが

行田。住居表示は変わっても親子関係は変わ

らない」という事で、その後も２５７０地区にお

世話になっています。ただ、合併は吸収合併で、

街の北のはずれ。いろんな事の目が地元吹上

より鴻巣に向いてしまい、増強が出来ないだ

けでなく急激に会員が減り苦しんでいます。

「ガバナーノミニー」を言われた時も会員数は

１２名。「１２名で何が出来るんだ」「そんな難し

い事は出来ない」等、議論がありました。ただ、

私自身の経済活動の基盤が行田ですので、行

田や行田さくらのメンバーにご支援を頂くと

いう事で引き受けさせて頂く事になりました。

今日同行頂いているのは行田さくらのお２人

です。そんな事で、大変小さなクラブですが

いつも３クラブで合同例会という事でやらせ

て頂いております。一方で、２７７０地区の鴻巣、

鴻巣水曜、北本クラブとも、地区を越えての合

同例会もさせて頂いております。あと１つ、

親クラブの行田では私の倅がお世話になり、

兄クラブの行田さくらでは義弟がお世話にな

っており、「兄クラブに弟」「親クラブに倅」と、

家庭的にはねじれ現象が起きているわけです。

いずれにしても、行田、行田さくらクラブに大

変なご支援を頂いておるところでございます。

　こちらへ来て最初に感じたのは「出席率が

良いな」という事。「５４名より沢山居る位だな」

と思いました。入口の出席表に何も書いて無

い人はＭＵしていないという事ですか。ＭＵ

されている方はクラブ名、地区セミナー名が

書いてあるとか。しかし、あのように出ている

と欠席し難いですね。素晴らしい仕掛けだと

思っております。昔はああいった事を積極的

にやっていたが昨今だんだん見られなくなっ

た気がします。先日、あるクラブでは「出席が

青、ＭＵが黄色、欠席が赤」と、信号みたいな表

示。こちらも、そういった皆様のご努力があっ

て出席率が高いのかなと思いました。データ

も今日は９０％、その後ＭＵしたりすると９０数％。

高い出席率を誇っている事がよく分かり大変

参考になりました。

「目指せ世界遺産」のキャラバンの時には、

多くの方にサポーターにもなって頂き、大変

有難うございました。

　私は今年１月、ガバナーとしての勉強会（ゲッ

ツ）に参加。サンディエゴで１週間程、缶詰で

勉強して参りました。朝から晩まで、外へ出る

時間は無し。１日が４～５つに分けられ、うち２

つが本会議（全体会議）、世界のガバナー５３０人

と配偶者、計１０００人が一堂に会します。ＲＩ

会長エレクト・田中作次氏のスピーチは日本

語で聴けるのかと思ましたが、やはり英語。同

時通訳機からはしゃべる前の言葉が日本語で

流れて来たりしていました。今はインターネッ

トで直ぐに流れるため、ＲＩ会長の話はもとよ

り本会議でのいろんな話までが日本へ帰った

時には『講演集』という形で出ていました。前は、

ガバナーが聴いて来た事を書いていたようで

すが、今は「あそこでこう言っていたが、どう

いう事なんだ」と聞かれます。熱心な方が居る

わけです。そういう全体会議と、日本人は日本

人だけの分科会があります。日本の３４地区、

３４名のガバナーが３グループに分かれ１１～

１２名での分科会。正にＲＬＩと同じ方式の少

人数スタイルです。講習会に行かれた方もい

らっしゃると思いますが、講師が一方的にし

ゃべるのではなく、「こういう問題を皆さんは

どうお考えになりますか」と聞いて行くわけ

です。これが１日２、３回。朝、食事をしてから

夕飯まで。朝飯も指定されていて皆一緒。チッ

プの入ったカードが無いと食堂にも入れない。

会議の入場記録が無いと「あの人、

欠席になってるね」と全部分かって

しまう。ＲＩ会長から「奉仕を通じて

平和を」という話を本会議で聴く

と分科会では「奉仕とは」「平和とは」

と改めて議論するわけです。

　そういった事を経て、私は、「奉仕」

について考えて頂こうと思い、地区

の重点項目に「奉仕の追求」という

言葉を使わせて頂きました。

　また、ＲＩ会長は、３か年の長期

計画にも触れ、１「クラブのサポー

トと強化」、２「人道的奉仕の重点

化と増加」、３「公共イメージと認知度の向上」

の３項目、特に、１と３に力を入れてお話され

ました。２はＲＩ会長のテーマそのものです。

　１は結論から言うと「会員増強をやってくれ」

という事。現在１２０万人のロータリアンは昨今、

少しずつ減ってきている。私は他でもいろい

ろと言わせて頂いておりますが、会員増強の

基の一番は何か？　先ずは我々ロータリアン

が世間の人から尊敬されるような言動をされ

るべきだと思っております。尊敬され、憧れの

対象になる事で「私もあのようなロータリア

ンになりたい」という新たなロータリアンが

誕生するのだろうと思っております。「増強」

と言うとデータや数で「何人以上」とかになる。

努力目標としては当然数字を掲げる事になる

と思いますが、この数字をあまり押し付ける

ものではないと思います。むしろ我々は先ず

は“世間の方から尊敬されるような言動”をも

う一度考えるべきだろうと思っておるところ

でございます。その結果、会員増強になる、

というのが一番だろうと考えております。

　３は「ロータリーが行っている事をもっと

世間の方に知って頂こう」、知って頂くために

「もっとメディアに売り込もう」という事にな

るわけです。新聞、テレビ等にお願いして取り

上げて頂くのは結構な事なのですが、その前に、

我々のやっている「中身」「内容」がきっちりし

ていないと、世間の人から「何だい、こんな程

度かい」等と思われても困ります。我々が行う

「内容」と言えば、「職業奉仕」「社会奉仕」「国

際奉仕」「新世代」等をきっちり行っていく事。

その上で新聞やテレビに取り上げて頂くとい

う事になるかと思っております。

「奉仕の追求」の中では、私は、先ずは「職業奉仕」

だと申し上げたい。ひと言で言うなら“自分を

磨き、自分の仕事を磨く”事。近江商人の「三方

よし」やシェルドンの話も結構ですが、私は先

ずは会員個々が自分でやる事、自分を磨く事、

仕事を磨く事だろうと思っております。その

上で（それと同時に）、クラブで「社会奉仕」を

する。もちろん一人で「社会奉仕」をされる事

も、地区で「社会奉仕」をされる事もあります。

ですが、多くは、地域のニーズに応じた事をク

ラブが行うという事になると思います。飯能

は「１地域１クラブ」だから分かり易い。これ

が地域に２、３クラブとなると「青少年のスポー

ツ振興支援」と言っても、あるクラブは少年野

球、あるクラブは少年サッカー、少年剣道と、「一

体何をやっているのか」となる。たまには地域

の３～５クラブが一緒の事業をやる事もイメ

ージアップに繋がる。地区でも、地区を挙げて

やっても良いんじゃないかという事で、県名

発祥のさきたま古墳世界遺産登録の運動をさ

せて頂いておるところでございます。

『月信』Ｐ４のように、田中ＲＩ会長を真ん中に、

ポリオの事を訴えた新聞１面広告を出させて

もらいました。「埼玉新聞」は皆様が思ってお

られるより、国の出先、県、県の出先、市町村、

学校、大会社の方によく読まれています。下に

「さきたま古墳を世界遺産に、両地区（２５７０・

２７７０）で推奨」と入れました。埼玉県を意識

したものですから連携してやって行こうとい

う事です。今年からは２７７０地区へも行って

一緒に運動を盛り上げて行きます。あっちと

こっちがあっては一般の方には分かり難いの

で広告自体２地区一緒。本年度は「社会奉仕」

については２地区で連携してやる事をいくつ

か入れさせて頂きます。田中氏が手をこのよ

うにしていますが、「（ポリオが）もうちょっと

（で無くなる）」という意味です。１９８５年から

ＲＣで支援。当初、ポリオの発症は３５万人居た

が、昨年の統計では１，０００人弱。今年７月半ば

頃までの半年で１００人行ってない。かなり減っ

てきています。ポリオが減っている事はお医

者様もご存知なのですが、ロータリアン以外

のお医者様はＲＣが一生懸命やっている事を

ご存知ない。そんな事も含め、広告を入れさせ

て頂いた。正に「奉仕を通じて平和を」の重要

な１つだろうと思っております。

　田中氏のおっしゃる「平和」については、既

に皆様方いろんな文章をお読みになっている

からご存知だろうと思いますが、「平和」とい

う概念は皆様方によって皆違う。はっきり言

いまして、日本に居るとあまり「平和」という

事を考えなくて済むような状態になっている

（政治的な問題を見れば日本も安穏としてい

られる状態ではないと思うが、政治の話はあ

まりするなと言われているため横へ置く）。戦

争、紛争といった事以外にも例えば、まだまだ

病気が蔓延している、水も供給出来ていない、

教育が為されない。教育が為されないという

のは非常に問題。「危険」と書いてあっても読

めないから地雷の悲劇が起こる。「口にしては

いけない」のに口にして病気になる。

その他にも経済的な問題等いろんな

「平和」という捉え方があるわけです。

先ず代表してポリオの事を出させて

頂いたという状況でございます。

　先程、会長幹事との懇談の中で、

「メンバーからの質問に答えて頂き

たい」とペーパーを頂きました。

「東日本大震災の被災孤児に対して

奨学金の紹介等するという事業を進

めると聞きました。詳細を説明して下さい」。

　大震災が起きた時、当時のガバナー・西川氏

は地区大会を中止にし、そのお金を全部被災

地へ出そうという事になった。実は同じ様に

全国３４地区からお金が集まったのです。１０億

円と聞いています。その後の、お金の配分、差

し上げ方についてはいろんな考え方がありま

した。まんべんなく皆に公平にと考えると非

常に難しい。「赤十字へ出したがいつになった

ら金が届くんだ」と、そういうニュースもあっ

たかと思います。そういうふうな事がどうし

てもある。それらを踏まえ、日本のＲＣの中

でもいろんな議論がありました。

　結論から言いますと、地区が直接被災地へ

支援を送る方法を採った所もありましたが、

残った１０地区は、当初の考え方通り、大震災

でご両親を亡くした子ども達の奨学資金を援

助しようではないかという話になりました。

当初のお金だけでは足りないという事もあり、

その後も、というような事です。

　批判ではないのですが、前年度はむしろ、

差し上げた先が分かるような事をして欲しい

とのご意見を取り入れ、特に被害の激しかっ

た岩手・宮城・福島・茨城に直接差し上げると

いう形で、地区分担金に１万円ずつ上乗せし、

皆様全員から頂戴して財源を作ったわけです。

　今年度はどうするのかという事ですが、前

年度とは状況が違いますので、あえて、地区分

担金に上乗せして頂戴する形は採りません。

今年度は「社会奉仕事業の一環」として皆様方

にお願いをしたい。来月の社会奉仕部門セミ

ナーで各クラブの代表にお願い致しますが、

是非、立原年度の時と同じ位を皆様方にお願

いしたいと考えておるところでございます。

使途は「ロータリー希望の風奨学金」に充当し

ます。それをしないと当初掲げた目標も達成

しないという事です。ご理解頂きましてご協

力頂ければと思っております。

　被災の方々には、高校卒業まで１人５万円／月、

年間６０万円を奨学金として差し上げます（『月

信』Ｐ５）。そのような事で、ご質問に答えさせ

て頂くと共に、ご協力をお願いしたい。

　本年度、皆様方のいろいろなご意見を伺わ

せて頂きながら、地区が、何よりもクラブそ

して皆様方が、充実したロータリアン生活を

送れますよう邁進努力するつもりでございま

すので、どうかよろしくご協力をお願い致し

まして、ご挨拶とさせて頂きます。
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《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　安藤会長

・ソング　我等のなりわい�

・ビジター　  第２５７０地区ガバナー�

　　　　　　鈴木秀憲様（吹上）

　　　　　地区第３グループガバナー補佐

　　　　　　平岡達也様（入間）

　　　　　　　　矢澤大和様（行田さくら）

　　　　　　　　斉藤　亘様（行田さくら）

・記念卓話　鈴木秀憲ガバナー�

【会長報告】

　鈴木秀憲ガバナー、平岡達也ガバナー補佐、

随員の皆様には、暑い日が続く中、お出ましを

頂き、心から歓迎を申し上げると共に、ご指導

の程よろしくお願い致します。

　当クラブは会員５４名、創立４９年目を迎え、

会員一同力を合わせ５０周年に向かって頑張

っているクラブです。緑と清流に恵まれたま

ちであり、地域に根ざした活動をしっかりと

今後も行っていきたいと考えております。

　鈴木ガバナーには３年程前、当時、行田商工

会議所会頭というお立場でお越し頂き、さき

たま古墳の世界遺産登録について卓話を頂き

ました。また、ガバナーは飯能の方へドライブ

や山登り等によくお出かけ頂いていると承り

ました。卓話をとても楽しみにしております。

　８／１夜間の第３回役員会、ご協力有難うご

ざいました。吉田（健）会員が体調を崩し入院

されました。早い回復をお祈り致します。

【幹事報告】

・吉田（健）会員が８／５、体調を崩され埼玉医

　大に入院。お盆過ぎに会長とお見舞いに。�

・９月のプログラムについて�

・ＭＵビジター費、現行２５００円を少し落とし、

　多くの方に飯能に出席して頂きたいという

　提案がありましたが、「値段だけの問題では

　ない」というご意見も頂き、近隣クラブの値

　段を再調査し次回役員会で決定します。�

・８／３１、９／１日韓親善会議は市川（洋）、和泉

　会員が参加。参加費の半額を会で負担、承認。

�・９／１０ライオンズクラブ・チャリティーコンペ。

　参加は親睦活動委員会にお願いしました。�

・寄付金：飯能市保育所および園保護者会連

　合会、１万円。協賛金：第１１回西川材フェ

　ア、１万円。飯能まつり協賛会、５万円。承認。

�・１０／４飯能ＲＣ親睦ゴルフコンペ、承認。

�・飯能日高テレビの取材が入っていますが、

　公開例会にするかどうか、会報・広報委員会

　で判断のつかない場合もあるため、今後、役

　員会でのプログラム協議時に決定します。�

【委員会報告】

◎米山記念奨学委員会　　　　　 市川（洋）君

　今日、間邉元幸会員より米山記念奨学個人

特別寄付金１０万円を頂きました（拍手）。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　服部君

　１０／４飯能ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催。飯能

グリーンＣＣのご協力で安くプレー出来ます。

費用４０００円。８／２２夜間例会は大勢のお申込

み、有難うございました。納涼会も兼ねるため、

汚れても良い、涼しい平服でお願い致します。

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　吉田健会員よりマルチプル・ポールハリス・

フェローの寄付を頂きました（拍手）。

【セミナー報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　　大木君

　８／４第２回セミナー。昨年の『我等の生業』

には感銘を受ける言葉が沢山書かれています

が、今年はこれを増刷。改めて皆様から原稿を

ご提出頂きたい。第２部、アーサー・フレデリック・

シェルドンの研究をされた言葉に対し委員長

が説明された中に一寸気にかかる事もござい

ましたが、有意義な教育を受けて参りました。

【出席報告】無断欠席なし　　  川口出席委員

【Ｍ　　Ｕ】

７／１９（東松山むさし）間邉君

８／４（地区）大木君

８／７（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

　本日も鈴木ガバナーを『ヘイ・ジュード』で

お迎えしました。オリンピック期間限定とい

う事でお許し頂ければと思っております。Ｐ・

マッカートニーの出演料はたった１ポンド。

英国でＲＣに入ってくれれば毎年ＭＵに行く

んですけど…。余計な事を申し上げました。

◎ニコニコＢＯＸ�

・第２５７０地区鈴木秀憲ガバナー様、第３グ

　ループ平岡達也ガバナー補佐様、ようこそ。

　本日はよろしくお願い致します。

　　中里（昌）君、新井君、安藤君、吉田（武）君

　　島田君、小川君、半田君、吉島君�

・鈴木ガバナー様、商工会議所会頭時代もお

　世話になりました。　　　　　　　新井君�

・鈴木ガバナー様、平岡ガバナー補佐様、一

　年間地区ではお世話になります。

　　　　　　　　　（地区）半田君、吉島君�

本日計８，０００円、累計額９６，０００円。

◎２２日例会当番は神田（康）会員、木川会員です。

�
【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　安藤会長

　昭和１７年生まれ。県立浦和高校、国立千葉大学

工学部をご卒業。（株）協同、（株）協同バス、（株）協同

観光バス等の代表取締役社長。ロータリー歴は、

１９７９年、吹上ＲＣ創立に参加、入会。幹事、会長

を務められ、２０１１―１２年度に第５グループ

ガバナー補佐。本年度、ガバナーにご就任。

　こんにちは。今年度ガ

バナーを務めさせて頂く

鈴木秀憲と申します。会

長挨拶で触れて頂きまし

たが、３年前、「目指せ世界

遺産」のキャラバンでお邪

魔し、その節は大変お世

話になりました。

　前年度はガバナー補佐、

ガバナーエレクトという

事でお世話になり改めて心より篤く御礼申し

上げます。今日はまた大変な歓迎を頂き、ホ

テル入り口にも、ここにも大きな看板があり、

感激しておるところでございます。

　少しだけ自己紹介をさせて頂きます。

　吹上ＲＣに所属。ＲＣ歴だけは３０数年ですが、

自分の商売や地域団体の事等をやっており、

なかなかロータリーに時間が掛けられなかっ

たという事がございます。「吹上」は飯能の方

には分かりにくいかと思いますが、高崎線で

熊谷の２つ手前、１つ手前が行田です。平成の

市町村合併を経て現在は鴻巣市の一部になっ

ています。鴻巣は２７７０地区エリア。合併した時、

「どうしようか」と協議しました。「親クラブが

行田。住居表示は変わっても親子関係は変わ

らない」という事で、その後も２５７０地区にお

世話になっています。ただ、合併は吸収合併で、

街の北のはずれ。いろんな事の目が地元吹上

より鴻巣に向いてしまい、増強が出来ないだ

けでなく急激に会員が減り苦しんでいます。

「ガバナーノミニー」を言われた時も会員数は

１２名。「１２名で何が出来るんだ」「そんな難し

い事は出来ない」等、議論がありました。ただ、

私自身の経済活動の基盤が行田ですので、行

田や行田さくらのメンバーにご支援を頂くと

いう事で引き受けさせて頂く事になりました。

今日同行頂いているのは行田さくらのお２人

です。そんな事で、大変小さなクラブですが

いつも３クラブで合同例会という事でやらせ

て頂いております。一方で、２７７０地区の鴻巣、

鴻巣水曜、北本クラブとも、地区を越えての合

同例会もさせて頂いております。あと１つ、

親クラブの行田では私の倅がお世話になり、

兄クラブの行田さくらでは義弟がお世話にな

っており、「兄クラブに弟」「親クラブに倅」と、

家庭的にはねじれ現象が起きているわけです。

いずれにしても、行田、行田さくらクラブに大

変なご支援を頂いておるところでございます。

　こちらへ来て最初に感じたのは「出席率が

良いな」という事。「５４名より沢山居る位だな」

と思いました。入口の出席表に何も書いて無

い人はＭＵしていないという事ですか。ＭＵ

されている方はクラブ名、地区セミナー名が

書いてあるとか。しかし、あのように出ている

と欠席し難いですね。素晴らしい仕掛けだと

思っております。昔はああいった事を積極的

にやっていたが昨今だんだん見られなくなっ

た気がします。先日、あるクラブでは「出席が

青、ＭＵが黄色、欠席が赤」と、信号みたいな表

示。こちらも、そういった皆様のご努力があっ

て出席率が高いのかなと思いました。データ

も今日は９０％、その後ＭＵしたりすると９０数％。

高い出席率を誇っている事がよく分かり大変

参考になりました。

「目指せ世界遺産」のキャラバンの時には、

多くの方にサポーターにもなって頂き、大変

有難うございました。

　私は今年１月、ガバナーとしての勉強会（ゲッ

ツ）に参加。サンディエゴで１週間程、缶詰で

勉強して参りました。朝から晩まで、外へ出る

時間は無し。１日が４～５つに分けられ、うち２

つが本会議（全体会議）、世界のガバナー５３０人

と配偶者、計１０００人が一堂に会します。ＲＩ

会長エレクト・田中作次氏のスピーチは日本

語で聴けるのかと思ましたが、やはり英語。同

時通訳機からはしゃべる前の言葉が日本語で

流れて来たりしていました。今はインターネッ

トで直ぐに流れるため、ＲＩ会長の話はもとよ

り本会議でのいろんな話までが日本へ帰った

時には『講演集』という形で出ていました。前は、

ガバナーが聴いて来た事を書いていたようで

すが、今は「あそこでこう言っていたが、どう

いう事なんだ」と聞かれます。熱心な方が居る

わけです。そういう全体会議と、日本人は日本

人だけの分科会があります。日本の３４地区、

３４名のガバナーが３グループに分かれ１１～

１２名での分科会。正にＲＬＩと同じ方式の少

人数スタイルです。講習会に行かれた方もい

らっしゃると思いますが、講師が一方的にし

ゃべるのではなく、「こういう問題を皆さんは

どうお考えになりますか」と聞いて行くわけ

です。これが１日２、３回。朝、食事をしてから

夕飯まで。朝飯も指定されていて皆一緒。チッ

プの入ったカードが無いと食堂にも入れない。

会議の入場記録が無いと「あの人、

欠席になってるね」と全部分かって

しまう。ＲＩ会長から「奉仕を通じて

平和を」という話を本会議で聴く

と分科会では「奉仕とは」「平和とは」

と改めて議論するわけです。

　そういった事を経て、私は、「奉仕」

について考えて頂こうと思い、地区

の重点項目に「奉仕の追求」という

言葉を使わせて頂きました。

　また、ＲＩ会長は、３か年の長期

計画にも触れ、１「クラブのサポー

トと強化」、２「人道的奉仕の重点

化と増加」、３「公共イメージと認知度の向上」

の３項目、特に、１と３に力を入れてお話され

ました。２はＲＩ会長のテーマそのものです。

　１は結論から言うと「会員増強をやってくれ」

という事。現在１２０万人のロータリアンは昨今、

少しずつ減ってきている。私は他でもいろい

ろと言わせて頂いておりますが、会員増強の

基の一番は何か？　先ずは我々ロータリアン

が世間の人から尊敬されるような言動をされ

るべきだと思っております。尊敬され、憧れの

対象になる事で「私もあのようなロータリア

ンになりたい」という新たなロータリアンが

誕生するのだろうと思っております。「増強」

と言うとデータや数で「何人以上」とかになる。

努力目標としては当然数字を掲げる事になる

と思いますが、この数字をあまり押し付ける

ものではないと思います。むしろ我々は先ず

は“世間の方から尊敬されるような言動”をも

う一度考えるべきだろうと思っておるところ

でございます。その結果、会員増強になる、

というのが一番だろうと考えております。

　３は「ロータリーが行っている事をもっと

世間の方に知って頂こう」、知って頂くために

「もっとメディアに売り込もう」という事にな

るわけです。新聞、テレビ等にお願いして取り

上げて頂くのは結構な事なのですが、その前に、

我々のやっている「中身」「内容」がきっちりし

ていないと、世間の人から「何だい、こんな程

度かい」等と思われても困ります。我々が行う

「内容」と言えば、「職業奉仕」「社会奉仕」「国

際奉仕」「新世代」等をきっちり行っていく事。

その上で新聞やテレビに取り上げて頂くとい

う事になるかと思っております。

「奉仕の追求」の中では、私は、先ずは「職業奉仕」

だと申し上げたい。ひと言で言うなら“自分を

磨き、自分の仕事を磨く”事。近江商人の「三方

よし」やシェルドンの話も結構ですが、私は先

ずは会員個々が自分でやる事、自分を磨く事、

仕事を磨く事だろうと思っております。その

上で（それと同時に）、クラブで「社会奉仕」を

する。もちろん一人で「社会奉仕」をされる事

も、地区で「社会奉仕」をされる事もあります。

ですが、多くは、地域のニーズに応じた事をク

ラブが行うという事になると思います。飯能

は「１地域１クラブ」だから分かり易い。これ

が地域に２、３クラブとなると「青少年のスポー

ツ振興支援」と言っても、あるクラブは少年野

球、あるクラブは少年サッカー、少年剣道と、「一

体何をやっているのか」となる。たまには地域

の３～５クラブが一緒の事業をやる事もイメ

ージアップに繋がる。地区でも、地区を挙げて

やっても良いんじゃないかという事で、県名

発祥のさきたま古墳世界遺産登録の運動をさ

せて頂いておるところでございます。

『月信』Ｐ４のように、田中ＲＩ会長を真ん中に、

ポリオの事を訴えた新聞１面広告を出させて

もらいました。「埼玉新聞」は皆様が思ってお

られるより、国の出先、県、県の出先、市町村、

学校、大会社の方によく読まれています。下に

「さきたま古墳を世界遺産に、両地区（２５７０・

２７７０）で推奨」と入れました。埼玉県を意識

したものですから連携してやって行こうとい

う事です。今年からは２７７０地区へも行って

一緒に運動を盛り上げて行きます。あっちと

こっちがあっては一般の方には分かり難いの

で広告自体２地区一緒。本年度は「社会奉仕」

については２地区で連携してやる事をいくつ

か入れさせて頂きます。田中氏が手をこのよ

うにしていますが、「（ポリオが）もうちょっと

（で無くなる）」という意味です。１９８５年から

ＲＣで支援。当初、ポリオの発症は３５万人居た

が、昨年の統計では１，０００人弱。今年７月半ば

頃までの半年で１００人行ってない。かなり減っ

てきています。ポリオが減っている事はお医

者様もご存知なのですが、ロータリアン以外

のお医者様はＲＣが一生懸命やっている事を

ご存知ない。そんな事も含め、広告を入れさせ

て頂いた。正に「奉仕を通じて平和を」の重要

な１つだろうと思っております。

　田中氏のおっしゃる「平和」については、既

に皆様方いろんな文章をお読みになっている

からご存知だろうと思いますが、「平和」とい

う概念は皆様方によって皆違う。はっきり言

いまして、日本に居るとあまり「平和」という

事を考えなくて済むような状態になっている

（政治的な問題を見れば日本も安穏としてい

られる状態ではないと思うが、政治の話はあ

まりするなと言われているため横へ置く）。戦

争、紛争といった事以外にも例えば、まだまだ

病気が蔓延している、水も供給出来ていない、

教育が為されない。教育が為されないという

のは非常に問題。「危険」と書いてあっても読

めないから地雷の悲劇が起こる。「口にしては

いけない」のに口にして病気になる。

その他にも経済的な問題等いろんな

「平和」という捉え方があるわけです。

先ず代表してポリオの事を出させて

頂いたという状況でございます。

　先程、会長幹事との懇談の中で、

「メンバーからの質問に答えて頂き

たい」とペーパーを頂きました。

「東日本大震災の被災孤児に対して

奨学金の紹介等するという事業を進

めると聞きました。詳細を説明して下さい」。

　大震災が起きた時、当時のガバナー・西川氏

は地区大会を中止にし、そのお金を全部被災

地へ出そうという事になった。実は同じ様に

全国３４地区からお金が集まったのです。１０億

円と聞いています。その後の、お金の配分、差

し上げ方についてはいろんな考え方がありま

した。まんべんなく皆に公平にと考えると非

常に難しい。「赤十字へ出したがいつになった

ら金が届くんだ」と、そういうニュースもあっ

たかと思います。そういうふうな事がどうし

てもある。それらを踏まえ、日本のＲＣの中

でもいろんな議論がありました。

　結論から言いますと、地区が直接被災地へ

支援を送る方法を採った所もありましたが、

残った１０地区は、当初の考え方通り、大震災

でご両親を亡くした子ども達の奨学資金を援

助しようではないかという話になりました。

当初のお金だけでは足りないという事もあり、

その後も、というような事です。

　批判ではないのですが、前年度はむしろ、

差し上げた先が分かるような事をして欲しい

とのご意見を取り入れ、特に被害の激しかっ

た岩手・宮城・福島・茨城に直接差し上げると

いう形で、地区分担金に１万円ずつ上乗せし、

皆様全員から頂戴して財源を作ったわけです。

　今年度はどうするのかという事ですが、前

年度とは状況が違いますので、あえて、地区分

担金に上乗せして頂戴する形は採りません。

今年度は「社会奉仕事業の一環」として皆様方

にお願いをしたい。来月の社会奉仕部門セミ

ナーで各クラブの代表にお願い致しますが、

是非、立原年度の時と同じ位を皆様方にお願

いしたいと考えておるところでございます。

使途は「ロータリー希望の風奨学金」に充当し

ます。それをしないと当初掲げた目標も達成

しないという事です。ご理解頂きましてご協

力頂ければと思っております。

　被災の方々には、高校卒業まで１人５万円／月、

年間６０万円を奨学金として差し上げます（『月

信』Ｐ５）。そのような事で、ご質問に答えさせ

て頂くと共に、ご協力をお願いしたい。

　本年度、皆様方のいろいろなご意見を伺わ

せて頂きながら、地区が、何よりもクラブそ

して皆様方が、充実したロータリアン生活を

送れますよう邁進努力するつもりでございま

すので、どうかよろしくご協力をお願い致し

まして、ご挨拶とさせて頂きます。

　

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

５４名 ４８名６名 ８５．７１％８８．８９％ ９０．７４％

２０１２━１３年度 国際ロータリー 第２５７０地区ガバナー

鈴木秀憲様（吹上ＲＣ）

ガバナー公式訪問例会記念卓話

石原橋下の釣人

当 番 市川（昭）君、加藤君

“ 奉仕を通じて平和を ”
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