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山川会長：飯能・日高ＲＣの公式
訪問例会に沼﨑補佐、
地区役員
の山城様、
富士見の長根様、
暑い
中有難うございます。本日、
坂本ガバナーのご教示を頂き
たく宜しくお願い申し上げます。
清水会長：本日は合同例会に
させて頂き感謝致します。入
会３年未満の方の懇談会も無
事終わり、ガバナーと直接お
話し出来た事、嬉しく思って
おります。
【ガバナー公式訪問】飯能・日高合同例会
ホテルヘリテイジ飯能ｓ
ｔ
ａ．
・点 鐘 清水佳代子会長（日高）
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト斉唱 川口職業奉仕委員
・ビジター ２０１４－１５年度 国際ロータリー
第２５７０地区ガバナー
坂本元彦様（富士見）
第３グループガバナー補佐
沼﨑正德様（狭山中央）
山城 盛様（富士見）
長根章浩様（富士見）
・記念卓話 坂本元彦ガバナー
【会長報告】

◎例会変更のお知らせ
◇狭山ＲＣ
・９／２６（金） 公式訪問
・１０／１７（金） １９（日）親睦旅行
・１０／３１（金） 休会（定款６－１－Ｃ）
・１２／５（金） 地区大会に振替
・１２／１９（金） 年末家族会
・１２／２６（金） 休会（定款６－１－Ｃ）
◇入間ＲＣ
・８／２１（木） 会場変更 入間市中央公民館
・８／２８（木） 納涼家族夜間例会
丸広さくら草ホール
【出席報告】無断欠席なし

馬場出席委員長
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【Ｍ
Ｕ】
７／２５（第３Ｇ）山川君
７／２６（地区）山川君
８／２ （地区）安藤君
【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会
吉田（健）君
本日、委員長の土屋良一会員より特別寄付
を頂きました（拍手）。
◎ロータリー財団委員会
間邉君
本日、マルチプル・ポールハリス・フェロー
となる寄付を４名より頂きました。
山川荘太朗会員、和泉由起夫会員、中里昌平
会員、髙橋 弘会員です（拍手）。
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・坂本ガバナー様、沼﨑ガバナー補佐様、地
区役員山城様、富士見ＲＣ長根様、本日は
ようこそ。よろしくお願い致します。
飯能ＲＣ一同・日高ＲＣ一同
・早退
大崎君
本日計４６，
０００円、累計額１４１，
０００円。
◎２０日例会当番は沢辺、坂本会員です。
【記念卓話】
講師紹介
山川会長
１９４７年、兵庫県のお生まれ。９２年、富士見
ＲＣに入会。２００９年、第３５代会長。１１年、
地区第２Ｇガバナー補佐。１２年、新世代部門
委員長。２才でお父様が他界、おじい様は内
科医院をされていました。１９７２年、順天堂
大学医学部卒業。８２年、富士見市に坂本整形
外科医院を開業。医和会理事長、厚生労働省
東京労働基準局労務委員等、幅広くご活躍。
木曜以外、日祝日も診療。毎日３００人以上が
来院する医院の院長としてスタッフ共々多忙
な日々を送り、多くの患者に慕われ尊敬され
ている、現代の
「赤ひげ」
先生です。

ガバナー公式訪問例会 記念卓話
坂本元彦様

（富士見ＲＣ）

兵庫県、山陰の田舎で生まれ育ち、家は内
科医をやっていました。父が亡くなり、孫が
跡取りをするだろうと、祖父が学費を出して
東京の大学を出た。本来なら帰らなければい
けなかったのでしょうけれども埼玉で開業。
その時、東京に居た叔母が「埼玉で開業した
んだって？ それは先祖返りしたようなもの
ね」と言うので、聞くと、兵庫県の前、私の
家は５００年位広島に居て、その前は埼玉の
児玉に居たらしいのです。広島では「児玉」姓

で、明治維新の時に
「坂本」
に変えて兵庫に移
ったのだそうです。それを聞いて、より以上
に埼玉に愛着が出て、地元のためにも頑張ら
なければと思っております。
創立５０周年の飯能ＲＣさん、おめでとう
ございます。日高ＲＣさんとの合同例会。ど
ういう方達かなと思い、入口から入って参り
ました。何事もファースト・インプレッショ
ン、最初の印象というものがあって、皆様の
お顔を見ると「素晴らしい方ばかりが揃って
いるな」という感じが今はしております。
先程は入会３年未満の会員、会長さん等と
お話させて頂きましたが、やはり伝統と格式
のあるまちだなと感じたわけです。
私がここに来た目的は、皆様に、兎にも角
にも「ロータリーっていいもんだね」という
事です。先輩のロータリアンが沢山いらっし
ゃる中、今さらおこがましいのですが、お役
目でございますのでお話させて頂きたい。
ガバナーになるには１週間、今年は米国サ
ンディエゴで研修を受けました。ＲＩ会長・
ゲイリーＣ．
Ｋ．
ホァンさんは台湾の実業家、
エネルギッシュで素晴らしい方です。５００数
名集まるエレクトに対し毎日レクチャーされ
る中で、今年の方針を仰いました。
１つは「ロータリーに輝きを」のテーマに
ついて。ゲイリー会長は言われました。
「皆様
お一人お一人がロータリアンとして是非輝く
存在になって下さい」。クラブが輝く、地区
が輝く、ＲＩが輝くためには、皆様お一人お
一人に自覚を持って頂き、
「ロータリーとは何
だろう」という事をもう一度よく考えて頂い
て次の年へのステップとして１年を過ごして
頂きたいとの事。
ゲイリー会長は毎日登壇され「寄付をして
下さい」とよく仰いました。私達がそのよう
に言うのはなかなか心苦しいところですが、
世界の会長が毎日そう仰るというのは、現実
的な意味合いからも、我々のＲＣはそのよう
な事から成り立っているという事です。
ご存知のように「ＲＩ」と「財団」があり、
財団は「ロータリーのエンジン」、そして「ど
※次週の例会案内は省略。

のように操縦するか」はガバナーや会長が考
えます。その燃料となるものが会費であり寄
付でありお金です。ＲＩ会長が毎日のように
仰っているという事は我々は避けて通れない
ということでしょう。是非ご協力の程お願い
したいと思っております。
ゲイリー会長は
「増強が大事」
と仰いました。
台湾のクラブ会長の時、手っ取り早い方法と
して、自分達の奥様方を入会させたとの事で
す。
「すぐに倍になりますよ」
「帰ってから皆
に話して、やって下さい」と言われましたが
私は日本ではそぐわないのではないかと思い
ました。皆様の中で、四六時中、奥様と一緒
に居たいという方がいらっしゃいましたら、
是非ロータリアンとしてこの場にお連れする
ようお願いしたいと思います。
また、
「公共イメージ」が大事と仰っていま
した。日本人は自分や自分の属する団体につ
いて「どうだすごいだろう」とは言い辛いが、
基本的な考えがアングロサクソンのＲＩは外
に向かってどんどんイメージアップをと仰る。
イメージアップは「寄付」
「増強」に通じ、
ロータリーが「素晴らしい団体」だと分かれば
「私も入ってみよう」
という方もいらっしゃる
でしょう。
「どういう事をやっているのか」
、
例えば、ポリオ撲滅。それなら「私も寄付し
ようか」という事になる。どんなプログラム
をやり、どういう結果になっているかを理解
し、その事を周りの方によく仰って頂きたい。
「例会に行ってくる」
と言うと、
従業員の方が
どう思っているか。大概そんなに良い事をし
に行っているとは思っていません。それは
我々の宣伝不足から来るものです。情報を与
えなければ誤解を生んでしまう事がある。
「公共イメージ」のアップはこれから非常に
大事。家庭の中でＲＣの事を話されますか？
家庭で「ロータリーっていいもんだよ」と言
う必要があるでしょうし、それをＲＯＴＥＸ、
学友等に対しても同じように喜びを持ってや
るようにして行かなければいけない。その１
つが、先程の「自分のパートナーをロータリ
アンに」という事だと思います。
ゲイリー会長は「ロータリーデー」という
名前を付けた催しをと言われました。難しく
やる必要はなく、今までやって来たクラブの
プログラムがあれば、それに「ロータリーデー」
と名を付けて人を集めて宣伝して下さいとの
事。地区でもクラブでもやって良い。日本と
しては名古屋でやるそうで、各クラブ５名以
上が参加された場合はＲＩ会長賞ポイントを
差し上げるそうです。
また、ロータリアンの日頃の素晴らしい体
験「ロータリー・モーメント」があれば、他
クラブ、地区にも発表して頂きたいと仰って

います。感動した、再認識したこと等を脚色せ
ず、
正しい事だけを伝えて欲しいとの事です。
５０年の伝統のある飯能クラブですから過去
においても素晴らしい出来事があったのでは
ないかと思います。是非発表して頂きたい。
ゲイリー会長は、増強して、公共イメージ
をアップして、ロータリー・デーをやって下
さいという事です。
職業奉仕、社会奉仕に対するお話はあまり
ございませんでした。昨年もそうだったのか
もしれませんが、クラブ奉仕、職業奉仕、社
会奉仕が無くなったわけではございません。
皆様のクラブで今まで以上に盛り立てて頂く
ようお願いしたい。クラブ奉仕と言えば「例
会出席」
。当然、
いの一番に大事にしなくては
いけない。例会は食事をするためのものでは
ございません。食事は付け足しです。例会で
は友だちを作る、親睦をする。親睦から何を
学ぶかです。ただ仲良くなるだけではなく、
話をして、ロータリーの奉仕の精神、ロータ
リーの心を学ぶとされています。親睦活動の
ツールがゴルフ、飲み会、旅行等であって、
それは目的ではありません。今まで話をしな
かった怖そうな先輩が居ても、ゴルフになれ
ば声も掛けられる、お酒を飲めば親しく話も
出来る。このような先輩の話を聴いてロータ
リーの神髄を分かっていくというのが、親睦
活動の主な目的だと思います。
昔ながらの柱
「１業種１人」
がおかしくなっ
て来た事も、
良いように取れば、
本当に入って
頂きたい方が同じ業種でも入れるという事で
す。ただ増強は数合わせではない。誰でも良
いわけではありません。我々一人ひとりが立
派なロータリアンになる事が増強に繋がると
思いますので、地区としては研修を今まで以
上にやっていきたい。委員会も２増しました。
１つは
「ＲＩ規定審議会対応委員会」。
クラブ
で立法案を出せるよう努力して頂きたい。１
地区から５件まで出せます。期日は１２／３１。
もう１つは「ＲＬＩ委員会」
。会議等ではこの
方法が良いとされています。リーダーが上意
下達的に喋っても、聴いている方は眠くなっ
てしまう。一人ひとりが意見を言ってそれを
集約していくならば素晴らしい議論の場にな
るわけです。是非クラブでもやって頂きた
い。会長エレクト、幹事に研修のお誘いが来
ると思います。この地から、地区の、川越や
東松山まで行く時間が、最初は長く思えて
も、行く度に短くなって、何度も行きたい、
という気持ちになって頂けると大変有難い。
良い地区を作るためにも英知を集めて頂き、
各クラブで頑張って頂きたいと思います。
◎記念撮影

