
《ガバナー公式訪問例会》飯能・日高合同

・点　鐘　小峰政夫日高ＲＣ会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・四つのテスト斉唱　増島職業奉仕委員長

・ビジター　国際ロータリー第２５７０地区

　　　　　２０１３－１４年度ガバナー

　　　　　　中井眞一郎様（所沢ＲＣ）

　　　　　第３グループガバナー補佐

　　　　　　室伏秀樹様（所沢西ＲＣ）

　　　　　　　（所沢ＲＣ）村山宣章様

　　　　　　　（所沢ＲＣ）五十嵐俊昭様

　　　　　　　（所沢ＲＣ）倉片順司様

・記念卓話　中井眞一郎ガバナー

【会長報告】

吉田会長：今日は中井ガバナー、室伏ガバナー補

佐に来て頂いております。地区からの通達はござ

いません。

小峰会長：少年野球閉会式は早めにご列席を。

【幹事報告】

・１０／９第５回理事会
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・１０／２９（火）例会取止 定款６－１－Ｃ
・１１／１９（火）例会振替 １１／１７～１９親睦旅行
・１１／２６（火）例会振替 １１／２９（金）地区大会
・１２／１７（火）例会振替　１２／２１（土）Ｘマスパーティ
・１２／２４（火）例会取止　定款６－１－Ｃ
・１２／３１（火）例会取止　定款６－１－Ｃ

【委員会報告】なし

【出席報告】無断欠席なし　大崎出席委員

【Ｍ　　Ｕ】

１０／１（狭山中央）細田（伴）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・地区よりガバナー公式訪問に際し頂きました。

・私達は中井ガバナーの来訪を歓迎致します。
　吉田（武）君、山岸君、山川君、間邉君、小谷野君
　平沼君、吉島君、市川（洋）君、加藤君、齋藤君
　本橋君、前島君、橋本君、大附君、土屋（良）君
　安藤君、杉田君、矢島（巌）君、細田（吉）君、島田君
　藤原君、中里（昌）君、小久保君、中里（忠）君、小　君
　新井君、吉田（健）君、神田（康）君、矢島（高）君、服部君
　福島君、増島君、伊澤君、馬場君、小川君、神田（敬）君

　雨間君、市川（昭）君、大野君、川口君、大崎君、和泉君

・日高ＲＣ皆様ようこそ。所用で早退します。大附君

・土肥先生、本日は飯能ロータリークラブに

　お越しいただき有難うございます。伊澤君

・早退　　　　　　　　　　　　　　小川君

本日計４９，０００円、累計額３１０，１４４円。

◎９日例会当番は伊澤、加藤会員です。

【記念卓話】
講師紹介　　　　　　　　　　吉田武明会長
　Ｓ２１年１月生まれ６７才。Ｓ４３年、東京大学
法学部卒業。Ｓ４３年から２年間の司法修習後
Ｓ４５年、東京弁護士会に弁護士登録。現在、

当 番 和泉君、市川（昭）君
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埼玉弁護士会に所属、中井法律事務所の所長
をされております。ＲＣ歴はＳ６１年、所沢ＲＣ
入会。Ｈ２０－２１年度、所沢ＲＣ会長。米山功労
者、本年度メジャードナー。皆様ご承知のよう
にＳ６２年（１９８７）１０月、地盤も組織も無い
状況での劇的な当選で所沢市長に。１期４年
で任期を終了し現在に至っておられます。

　室伏ガバナー補佐、両クラブ会長幹事始め
２つのクラブのご協力により、こうして公式
訪問を合同で開催する事が出来ました。まず
お礼を申し上げたいと思っております。
　補佐からは「だいぶ楽をしているな」と言
われながらも４２クラブの公式訪問が終わり
今日で４４。１０／１６、第４グループ１１クラブ合
同での公式訪問という初めての試みが出来る
見込みで、全ての公式訪問が終わる予定でし
たが、１クラブ、１２月に持ち越しになったため
今月で終わるかたちにはなりませんでした。
　第３グループのＩＭ、私の会長時には中里（昌）
会員にご尽力頂いておりましたが、そのＩＭ
ではややもするとテーマを決めた結果として
担当者および会長幹事、義理のある方だけが
どちらかと言えば参加され、一般の方が全員
参加するのはなかなか難しい事が多いと思っ
ておりました。そこで役職と関係なく基本的
に参加するべきであると言われている例会に
おいて「合同」のかたちをさせて頂き、ロータ
リーに入って知り合いを増やす、友達を増やす
そのきっかけになればと思っております。
　飯能日高は親子として合同事業をされてお
りますが、今回私の試みの中では熊谷、熊谷籠
原、行田と、今まで一度も合同での行事をした
事がない３クラブが公式訪問で揃われたとい
う事もあります。行田、行田さくら、吹上は親
子兄弟という事でいろんな合同行事をされて
いた。そういう中、新しい試みとして今まで
と違う組合せでの例会という事をさせて頂い
ております。知り合いの場を拡げたい、且つ
お金をかけずにやりたいということです。
　例会のかたちを採る事で所沢の場合、市内
５クラブ合同で、昼も夜もごはんを提供しな
い代わりに３時から６時という時間帯でした
が５時頃から懇親会。簡単な飲み物と軽食。
各クラブ、昼・夕食代を食料費として持って
おりますので、それを活用する事であまり負
担のかからないかたちでの「合同」という事が
出来たかと思っております。これをご参考に
皆様方もご検討頂ければと思っております。
　１つ申し上げております事は、ガバナーと
してはどうしても会員の増強・維持と財団への
寄付をお願いするのが仕事、是非お骨折り頂
きたいと思っております。増強に関してはク
ラブの活性化、クラブの継続そして入ってい
る方の言わば「楽しみ」のためにも毎年増強して

頂きたい。ＲＩが増強する
と言っているからするの
ではなく新しい方にＲＣ
の良さを知って頂く、そ
の入り口を提供するとい
う意味も含めて、クラブ
の活性化という事でお願
いしている。会長幹事、
会員増強委員長だけでは
増強を果たす事は出来な
いと思います。

　他所のクラブの例ですが、これはと思う方
をクラブ協議会等でリストアップし、その方
に対してはどなたがお話すれば入会して頂き
易いかという事を協議し、一覧表にして書面
で残す。その方が行き「こういう役職に就いて
いるからあと半年はダメだ」等お断わりがあ
った場合それもメモ。そのメモに基づいて半
年後なり１年後なりに、その方あるいは新た
な方が行くなりして、増強に努めています。
　川本ＲＣではプライマリー会員制度を２年
前から導入。これは、１万５千円という年会費
を頂き月に１回、食事を伴う例会にお好きな
時に来て頂く。その際「ロータリーの友」をお
渡しする。月１２００円程ですので、食事代程度
を出して頂く事でＲＣとはどういうところか、
どういうクラブかに馴染んで頂き、ある意味
囲い込んだ上で１年後なりに入会して頂く。
今年そういうかたちで１名入会、もう１人は
留年してもう１年と言われているそうです。
ＲＩがパイロット地区で試みに行っている

「準会員」は年会費半額、ややハードルが高い。
ご検討頂ければと思っております。
　新入会員には地区外、海外でのＭＵをお奨
めしました。外へ出て行く事で自分のクラブ
の良さ悪さが実感として分かる。日高と飯能
は親子で似ているところも多いが、所沢、川越、
熊谷、そして東京や名古屋、福岡等ではそれぞ
れやり方が違う。良し悪しは別で、そうした
ところに行く事でＲＣの良さが分かる。簡単
に言うと「ＲＣのバッジを着けているだけで
歓迎してもらえる」というのが一番分かり易
い良さ。手続き無しに行く事が出来る。
　語弊があるかと思いますが、これまでのク
ラブ協議会は、会長始め各委員長が年度初め
に抱負、方針なりを発表、それを他の方はた
だ聴いておられる。年度途中、終了時には半
年なり１年間の結果を発表、これも一般の会
員はただ聴いておられる。これは発表と報告
の場であって「協議会」ではないのではないか。
協議の場では是非いろいろな問題について話
し合いをして頂きたいと思っております。
　今年４／２１～２６、規定審議会が開催されま
したが、この審議会のため皆様方は毎年１＄
を支払っておられる。１人１００円でも世界で
は１２０万人。これを増強して１３０万人にし
ようとしているわけですが、今のレートでも
約１億２０００万円、３年で４億円近いお金を
審議会のためにかけている事になります。雲
の上の会議であり自分達とは関係ないという

中井眞一郎様（所沢ＲＣ）

ガバナー公式訪問例会 記念卓話



事ではなく、皆様にいろいろ影響する議題が
３年毎に開催されているわけです。
　例えば、例会取消・変更は特に理由がない
場合年４回という制限があったが、何回でも
自由に出来るようにするという案。ガバナー
に出席率の報告もしなくていいという案、等。
例会時間の６割に参加していなければ出席と
見做されないため、１２時半から１時半までの
クラブでは１時６分まで在席しなければなり
ません。１時に早退した場合、細かく言えば
翌週出席率をマイナスに訂正しなければいけ
ないのではないか。今年の規定審議会には、
そのような事を止め、点鐘後５分でも参加す
れば出席と見做すという案もあったのです。
例会にきちんと出る事がＲＣの根本というお
考えはあります。しかしそれを貫く事で例会
への足が遠くなる、仕事でなかなか６割出る
事が出来ない、欠席する事でさらに敷居が高
くなりそのうち退会…というような事もあろ
うかと思います。そういう観点からすれば、
例会に足を運んで下さる事も評価すべき、５
分でも参加され、なにがしかの交流をする、
これも１つの考えではなかろうかと思ってお
ります。残念ながらこの出席要件の緩和は提
案しようとしましたが雰囲気が悪いので取り
下げてしまいました。
　これに関して「是非こうして欲しい」と言う
のであれば、今年２／１５頃までに、出されて
いた２００の議案について賛成・反対・その他
の意見をＡ４用紙１枚にまとめて事務総長に
提出出来る事になっていました。賛成する議
案に関してもそうです。規定審議会の１＄を
廃止というのは出ておりませんがＲＩの人頭
分担金を毎年値上げするという案はありまし
た。反対であれば反対を表明すべきであった
と思います。「１＄だから大した事ない」という
のではなく、無駄をしているという事であれ
ばご意見をなさるべきではないか。意見を出
すに当たっては会長幹事２人で決めるという
のは好ましくないので、クラブ協議会の場で
どうするか協議して、その上で賛成・反対の
意見をする。必要なければないで構わないの
ですが、どのような議案が出されていたのか
をご存知ない方がかなりいらっしゃるという
事は問題であろうと思っております。
　と申しますのは、この規定審議会の議案は
立原年度の地区大会の頃までに全部ＲＩの事
務総長に提出されています。締切は１２／３１
ですが立原年度の地区大会１１／１９・２０頃に
は一応出揃っていたわけです。さらに昨年９
月までの間に理事会がいろんな修正をした案
もその都度発表されていた。９月末、地区に
報告書として届けられた最終案に関しても、
残念ながら地区内全ての会員への周知は十分
ではなかった。周知されない以上意見も言い
ようがないという事もあろうかと思いますが
念のため私は今年の正月位に２００の議案そ
のものはメールで各クラブに送らせて頂いた
ので、ご存知になる機会はあったかと思って
おります。それを踏まえて２月に賛成なり反

対なりをして頂きたかった。私の発言の中で
“クラブの合併”“制裁”という言葉に関して
いろいろとご批判、反対がありました。ただ、
ＲＩ理事会は２００４年、「２０人未満のクラブは
合併するべきである」という決議をし「ロータ
リー章典」はそれを毎年掲げております。そし
て規定審議会には「２年間、会員が２５人未満
のクラブは、もしそれが採択された場合には、
今年の７／１から私の責任として合併させる」
という議案も出ておりました。「２５人未満の
クラブには地区大会での投票権を与えない」
等の議案がたくさんあり、賛成なり反対なり
の機会を与えられながら何もしなかったとい
うのが大多数のクラブではないかと思ってお
ります。そういう、皆様の身に直接関係する
議案が３年毎に審議され定款として運用しな
ければいけない事になっています。この事実
をお伝えしながら、これから２０１６年に向け
てどうすればいいか、ご協議頂きたいと思っ
ております。各クラブが例会において採択し
た案件は地区大会で承認を受けないとＲＩに
提出出来ません。地区大会の時期によっては
うまくいかないという事がありましたので、
今年からはその決議をするためだけの会合・
地区の「決議会合」というような名前の会合が
出来る事になりました。その点で２０１６年か
らは議案が出し易くなると思っております。
　今回、「配偶者や子どものために仕事に就け
なかった、仕事を中断した人を正会員と認め
る」、分かり易く言えば無職乃至専業主婦を正
会員に認めるという案が採択され、これに反
対を表明したクラブはいくつかございます。
８／２３までにＡ４用紙１枚に議案番号を書い
て会長が日付と署名をするだけの簡単な書類
が用意されており、理由はなく、ただクラブで
反対を決議すれば良いというものでした。今
年は他にもいくつか反対の表明をされたクラ
ブがございますが、今まではたぶんなかった
のではないだろうかと思っております。
　２０１６年に新しい提案をするいくつかのク
ラブがありました。「専業主婦を正会員にする
のは大賛成だが、１つの家庭から夫と妻、２人
会員になった場合、年会費が２倍になるのは
かなわない。２人目は何とか半額にしてもら
えないか」。これは企業で言うなら「会長と社
長が会員になった場合２人目は半額に」とい
うのに通じるかと思いますが、もしそのよう
な希望があれば提案する方法があると申し上
げました。ただ、ＲＩの規定審議会はムードに
よってかなり左右されるようでございます。
　専業主婦を正会員とする「４２号議案」は僅か
の差で否決。家族のため仕事をしなかった人

「４３号議案」は採択。２０１２年７月から、会員数が
１２００人以下の地区はＲＩ理事会が合併させる
事になっていたが、今度の規定審議会で青森・
秋田が「１１００人」案を提出。「認めてもらわないと
日本に帰って『ハラキリ』をするようだ」という
ようなことを言った結果、採択になったとの事。
出席免除の関係では「実年齢６５才以上」という
のが２０１０年の規定審議会で入ったが今回削除。



インドの方の「インド人は短命だから６５という
実年齢では出席免除の要件に該当しない。だか
ら外してくれ」という話に賛同して採択にな
った。３分位の間に趣旨説明し質問、回答する
のでムードによって決するようなところがある。
ＲＩ人頭分担金は１０人分をどのクラブも払う
事になっていたが、これを２０人分にするという
案は、１５人分に修正して討議にかけられた。

「１５人分ではＲＩは赤字。そのようなクラブは
全体１万４０００クラブの中の３割位だ」と事務
総長が答弁したところ、「どうせ赤字なら弱い者
いじめをすることはないのではないか」と、１５人案
は否決、その勢いでか１０人分を払う事も撤廃
になった。そのように、かなりムードで採択さ
れているのではないか。僅差のものもかなり
ある。そこで反対が５％になれば保留になる。
　今回の結果は今年１２月頃「２０１３年版 手続
要覧」として発行。今、いろいろ申し上げた事が
整合、整理されて出るので、それに基づいて来
年度の「事業計画書」の、各クラブの定款細則
を改めて頂ければいいと思っております。
　ただ、先程も会長幹事にお願いしましたが
今年７／１から、実年齢が６５にならなくても
ＲＣ歴と年齢とを足して８５以上であれば出席
免除の対象になる、クラブが認めた奉仕活動・
イベント等に参加された場合はＭＵにする等
の改正点に関してはその運用をして頂きたい。
「事業計画書」等の定款細則が去年のままでも
運用だけはやって頂きたいと思います。
　バートンＲＩ会長は入会４年目にクラブ会長
をされ、８年目、４０才の頃ガバナーになられた。
今から２６年前で、その年にポリオ撲滅活動
が始まった。「２６年間やっているとは思わな
かった」とも言われましたが、あと一歩となり
ながらこの「あと一歩」が難しいと言われてい
ます。天然痘ならはた目でも分かりワクチン
を打つ事にもあまり抵抗がないが、ポリオは
感染しても発病は１０人に１人、発病しても分
かりにくい。その点でワクチンに対する抵抗
もある。タリバンにワクチンを打つために行っ
た方々が９人射殺される事件もありました。
そこで今年から２万５千ドル（２５０万円）とい
う大口寄付を募ります。ロータリアンだけで
なく周りの企業からも推薦して欲しいという
事です。財団のメジャードナー（ＭＤ）は“累
積”で、１万ドルの方がＭＤ１、２万５千ド
ルの方がＭＤ２、５万ドル超がステージ３。
今回の求めは“一度に”２万５千ドルです。
　地区運営に関しては、今回の合同例会のよ
うに私が楽をするだけでなく、各会員の方に
も楽をして頂く事も考えておりました。
　１つには地区分担金“上納金”を減らす事。
ＲＩの人頭分担金は私の力では変えようがあり
ませんが、地区分担金は変えられるであろう
ということで２万８２００円を２万円にさせて
頂きました。もっと減額出来るのではという
気持ちも持っています。語弊があるかもしれ
ませんが、これまで地区の予算はそれ程透明
ではなかった。「ガバナー事務所運営費」「会議
費」等、どのような会合に何人、何処で行われ

ていたか全く分からない。人件費、家賃、備品
が明らかになっていないためどれが削れるか
私の方ではよく分かりません。分からないな
りに思い切って“とりあえず”２万円にしました。
「ガバナーエレクト事務所運営費」「開設費」は
５００万位の事が多かったが、私は、事務所は
設けたがＰＥＴＳ費用も含め１００万円程度で間
に合う予定。ご負担をかけておりますが「ガバ
ナー月信」の配付を止め、印刷費４００万は浮く
見込みです。ただ作成費がかかりますので、
その点は何とも言い難いところですが、概ね
４００万円下げるというところです。日本で初
めて私がやったということではなく３４地区
中１１地区は「月信」を印刷物としては配付し
ていません。「合同例会」もいくつかの地区で
前からやっている。他所でやっていて良さそ
うな事を今回取り上げたというふうにご理解
頂きたい。新入会員に他のクラブの良さを持
ち帰ってとお願いしましたが、私も地区外を
ＭＵする事で良さを持ち帰ったつもりです。

「次年度もこのやり方で」といくつかのクラブ
からお話がありましたが、それは坂本Ｇエレ
クトに直接申し入れして頂きたい。クラブに
決定権・主導権があると考えているので、地区
協議会、ＰＥＴＳ等で会長エレクトがご意見を
発表されるようなご準備をして頂きたい。こ
れが先程申し上げたクラブ協議会の活用とい
う事です。方針の発表・報告だけでなく、次年
度にどう臨むか、各クラブのご事情だけでなく
地区等の事についても「協議」して頂きたい。
私は地区セミナーの回数、時間、義務出席者
を減らしたい。そして、会員が親睦と奉仕活
動に出来るだけ専念出来て、地区行事に拘束
されて疲れてしまうという事をなくしたいと
思っております。
　こういう試みのメインが地区大会。これま
で記念ゴルフも含め概ね２０００万円の予算で
したが本年度は５００万円で開催する予定。イ
ベント会社にかなり丸投げしていましたが、
今日同行の３人の副幹事等、所沢の若い方々
とやってみようと。「継続」「簡素」はある程度
容易ですが「充実」させるためには会員皆様方
のご協力次第と考えております。１１／２９は
簡素化とリスクを減らす、外の会場で食事の
場合、雨が降ったり寒かったりするのは申し
訳ないという事も含め節約のため食事は提供
しません。食事代は１００万円前後。ガバナーエ
レクト、ガバナー同士の会話の中で、地区大会
の評判が良いかどうかは「提供した食事次第」

「外部講師がどんなに面白い講演をしても、
ごはんがまずかったらアウトだ」というのが
共通した意見でした。そのリスクを減らし、
楽な方を採らせて頂きました。ご批判は遠慮
なく次年度のためにもお寄せ頂きたい。当日
はアンケートも取って残したいと思います。
　このようなかたちで運営をさせて頂きます
ことを、「卓話」ではなく、どちらかと言えばご
説明に終始致しましたが、これで一旦終わら
せて頂きたいと思います。
　ご静聴有難うございました。


