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例会場：マ ロ ウ ド イ ン 飯 能

曇
吉 田 武 明

山 岸 敬 司
当 番 吉田（行）君、吉澤君

・点 鐘 吉田武明会長
・ソング 手に手つないで
・米山記念奨学生 マイ・ツン・リン君
・卓 話 栗山 昇様
【会長報告】
マイ君に奨学金をお渡しします（拍手）。
◎マイ君
夜間例会もいろんな方とお話が出来て楽し
かったです。２２日、
ベトナム料理教室でフォー
と生春巻をやり無事に終わって高い評価をも
らいました。
とても嬉しかったです。
８／１０ス
ピーチコンテスト参加、
夏休みの遊び等、
いろ
んな活動もこれから計画しています。
【幹事報告】
・８／７第３回理事会
・飯能ＬＣチャリティゴルフへの参加依頼は
親睦活動委員会にお願いいたします。
・大木会員は靖和病院に転院。リハビリ中で
すので申し訳ないけれどもお見舞いをご遠
慮願いたいとお電話を頂きました。
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
吉田（行）君
８／２８夜間例会は南口１７時集合１７：１５発。
７日例会までに出欠を事務局／委員まで。
◎国際奉仕委員会
市川（洋）君
８／１０丸広７Ｆ、
日本語スピーチコンテスト。
吉田（武）会長、
中里（昌）商工会頭、
飯能日高テレビ
和泉会員は審査員。
マイ君も出ます。飯能市初
の事業で、地元８００人の外国人の中から優れ

た方１２名が３分ずつスピーチ。時間のある方
は是非来て頂きたい。国際交流協会のベトナ
ム料理は２０人のご婦人の参加で好評でした。
◎ロータリー財団委員会
細田（吉）君
小谷野正弘会員にマルチプルポールハリス
フェローとしてバッジを贈呈。吉田武明会長
はベネファクター１回、
ポールハリスフェロー
２回でバッジを贈呈。おめでとうございます。
あと１人は私です。受賞させて頂きます。
〔吉田会長より〕細田吉春委員長はマルチプル
ポールハリスフェローです（拍手）。
【出席報告】無断欠席なし

矢島（高）出席委員
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【Ｍ
Ｕ】
７／９（日高）矢島（高）君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・栗山さん、ようこそ！お久しぶりです。本日は卓
話有難うございます。よろしくお願い致します。
吉田
（健）
君、中里
（昌）
君、吉田
（武）
君、山岸君
山川君、間邉君、小谷野君、高橋君
・中学１年の娘が砲丸投げで県大会出場しました。大野君
・早退
土屋
（良）
君、細田
（伴）
君、田辺君
服部君、山川君、大野君
本日計１５,０００円、累計額１０５,０００円。
◎７日例会当番は安藤、新井会員です。

【卓
話】
講師紹介
吉田武明会長
現在、朝霞ＲＣ第５０代会長、２回目です。
中央大学法学部卒。栗山司法行政事務所代表。
ＲＣ在籍３７年間に地区役員を多く務められ
地区幹事、財務委員長、奉仕部門委員長、情報
委員長、特に大変なロータリーの友地区代表
委員もされています。東大法学部卒の中井ガ
バナーとは地区協議会、
ＰＥＴＳ等で丁々発止
のやりとりをされ痛快で、私は面白く拝聴し
ており、
“論客の栗山”として有名です。

ロータリー アラカルト
朝霞ロータリークラブ

栗山

昇様

飯能に来て先ず最初びっくりしたのは「本当の
意味のロータリークラブにお邪魔したな」という
感じなんですね。地区に１７年、ガバナーの背中
を見ながらお手伝いをしてきました。役員の立場
上、発言にも気をつけていたのですが、本音が出
て批判が出たりもしました。お蔭様で立原年度を
皮切りに地区では無役となり、朝霞の会長として、
拘束されず本音でお話したい。私でなければお
話出来ないような事というのはやはりあるんです
ね。その辺をおそらく吉田会長は読まれて卓話に
呼ばれたのではないかと思うのです。
これからだんだん、
良いところは良い、悪いとこ
ろは悪いと格差が出てくる事が懸念されています
が、今日の姿を見てＲＣにも格差を感じています。
第２グループでは和光、志木柳瀬、キャロット、こ
ぶしが会員数２０人以下。和光は鈴木勲二ＰＧが
亡くなり去年の会長、幹事、副会長と３人が辞め
ました。朝霞、和光、新座、志木の朝霞地区では
朝霞が一番古く、親クラブは川越、熊谷ではなく
浦和から来ている。
浦和北の７７名の中に、
Ｓ３８年
の朝霞の創立総会に立ち会った会員が居てびっ
くりしました。
「創立会員」
と
「チャーターメンバー」
は同じではありません。創立総会を迎えた時の
会員が「創立会員」で、朝霞はチャーターナイト
を半年後にやったのですが、その半年の間に入っ
た会員が
「チャーターメンバー」
。
「創立会員」
の方が
重いんだと加藤ＰＧに言われました。
私は２８才で入会、最年少記録は破られておら
ず、入会以来３７年、無欠席、１
００％出席です。地
区役員でＭＵをやっていると２００％は行ってい
ると思います。職業が司法書士で、定款や要覧等
にすんなり入れる立場だったので、
１
９９８、２００１、
０４、０７、１０、１３年と、５回の規定審議会の内
容は勉強してきたつもりです。
１３年の規定審議会はいろいろな変革が行わ
れました。
１業種５人、
新会員は入会金免除、
２０名
以下は合併すべき等。それで中井ガバナーが誕生
したわけなのです。月信第１号「（３７名以下は）
制裁」の言葉に皆混乱した。ロータリーでは禁句
になる位の言葉で、不快感を覚えました。
１２月に
直接中井Ｇエレクトに手紙を出し、クラブが混乱
している、今までの慣習が底から覆されるような

ので一回話し合いをもって
くれと。そこで、川越、坂戸
さつき、私の３名の名前で
事前の話し合いを所沢で
やりました。
１月、国際協議
会への送別会は開かれず、
所沢の人中心でやりました。
私は出席して乾杯の音頭
を取りました。
ＰＥＴＳ２日前、
川越プリンスに招集をかけ、各会長・幹事のいろ
んなお話をさせて頂きました。そういう順序をき
ちんと踏んで頂く。そんな形で出発したんです。
高橋地区幹事にも言いたい事を言っていますが
素直に聞いてくれて一生懸命やっております。先
週、最初の公式訪問は吹上ＲＣでした。クラブ協
議会も委員長発表は省略、会長が主だったものを
発表する形で２時間半で終わったとの事です。
注意しなければならないのは今回の規定審議
会でガバナーの任務が１つ増えた事です。それは
「クラブ定款等をよくチェックする」
の項目。
６月末、
規定審議会で可決された制定案に反対の場合は
８／２３までにエバンストンに反対票のＦＡＸを
飯能クラブとして送ります。５％の票があった場
合は８／３０に締め切り、１か月後に郵便投票を
やる等、いろんな手続きがあるのです。
ですから、
最終的に決まるのは１１月。
１つの条文に２つのク
ラブからの制定案が可決されたりもする。
その後、
日本支局が標準定款を作り、それをダウンロード
して
「飯能」
という文字を入れて作る。出来上がる
のは早くて１１月末。
朝霞の公式訪問８／２７には、
どの辺まで突っ込むのかなと思っています。
「原点」
と
「原典」
。医師会では「原典
（本）
を読み
なさい」と言われ、私も会長挨拶では先輩達の書
き残してくれた本を紹介しています。日本のＲＣは
米国式ではなく欧州式、特に英国式で、精神面を
強調したもの。１９０５年にＲＣが出来、１９１
７年に
ライオンズ、Ｒ財団が出来た。ＲＩは組織で、奉仕
事業を行うのが財団。それがグローバル化されて
しまい、財団傘下にＲＩが組み込まれてしまった
と思われても仕方のないような今の状況。ただ、
強制はいけません。寄付団体ではないという事だ
けはしっかり認識して頂きたい。歴代ＲＩ会長の
名言がいろいろあります。ラビッツァ
（００年）
「質の
高い組織に」
、ラタクル
（０２年）
「職業奉仕」
を重要
視。
ＲＩに対するクラブの義務は「人頭分担金」と
「
『ロータリーの友』
の購読」
の２つだけ。ＲＣは性善
説に立っていますので、ガバナーは役員の１人に
しか過ぎないという事を認識して下さい。
先輩の言葉より「ＲＩはクラブの連合体で、クラ
ブの支配権は無いのです。各クラブは地域の上に
立脚して正々堂々とロータリーの理想に向かって
自己主張が出来る仕組みになっております」
。飯
能の
「所在地域」
は飯能市内。奉仕する地域の事
を
「所在地域」
と言うのです。
ですから飯能の人が
日高に行って奉仕活動をしたら怒られます。あと
はクラブの裁量で自由に楽しんでやって頂ければ
良いんじゃないかと思います。あくまでも私見で
ございます。誤解の無いようにお願い致します。
※次週の例会案内は省略。

