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“ 世界へのプレゼントになろう”
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「ロータリーの心を実践しよう」
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・点 鐘 和泉副会長
・ソング それでこそロータリー
・ビジター（東京昭島ＲＣ）ビリー様
・米山記念奨学生 ホアン・フォン・チーさん
・卓 話 小川晃男会長エレクト
【会長報告】
和泉副会長
元会員吉島力良様のお通夜・告別式に多く
の会員のご参列、受付のご協力有難うござい
ました。ご冥福を心よりお祈り致します。
藤原会員の御母堂様が永眠。ご冥福をお祈
り致します。
ご葬儀は２／１８・１９郷里の秋田で
行われるとの事。詳しくは中里（忠）会員まで。
【幹事報告】
３／２（水）
１１時
３／２７地区大会はバスを準備。
半、役員理事会。藤原会員御母堂様への御香
典は入会同期の中里（忠）会員がとりまとめ、秋
田の藤原会員が立て替えて用意するとの事。
◎吉島会員ご会葬御礼：父の葬儀に生花、香
典を賜り、受付も手伝って頂き、多くの方に
ご参列頂き有難うございました。在籍Ｓ３９～
Ｈ７年。北海道から出て来て、入会の時は地
元に認められた事を大変喜んでおりました。
◎チーさんに奨学金贈呈

和泉副会長

◎チーさん：通常例会最後の出席、少し長く
お話します。米山記念奨学生に選ばれてから
２年。時間の流れの速さを感じています。２
年前まだ日本語が下手な私は大勢の人の前で
緊張し過ぎて言葉を忘れてしまう程でした。
今は非常によくなりました。
皆さんのお蔭です。
いつも優しくしてくれて何でも教えてくれて
家族と話しているようで、緊張感もだんだん
消えました。今、
他の所で発表する時もそんな
に緊張を感じなかったです。奨学生になる事

は私の人生にとって大きな影響を
与えました。経済的に助かる事は
もちろん国際的な交流や理解等貴
重なイベントを経験出来ました。
１か月に１回、例会に参加させて
頂いてロータリアン達と話したり
美味しい料理を食べたりするだけ
ではなく、
日本の伝統的な文化や
芸術等に触れるチャンスもあり、
自分の視野を広げ知識をつける事
が出来ました。新しい友達も沢山
出来ました。皆とすぐ仲良くなり
楽しい時間を過ごせました。私を
選んで
（くれて）
有難うございました。
とりあえず私は日本でコンサルタ
ントの仕事に力を入れ、日本に住
んでいるベトナム人を出来る限り手伝いたい。
５、
６年したらベトナムに帰り、
日本で得た経
験を活かして日本の会社で働きたい。出張で
日本へ行くチャンスがあるんじゃないかなと
思っています。
【委員会報告】
◎雑誌委員会
福島君
「友」
２月号、
縦組Ｐ４、
４３才８か月でノルウェ
ーＷ杯３位入賞の葛西紀明さん。努力で夢を
叶える、
諦めずに頑張った事等。Ｐ２４、
障害者
支援の取り組み。横組Ｐ７、若い人が夢を持て
る未来のために。Ｐ３３、
高柳ガバナーの記事。
【出席報告】ＭＵなし
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【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・この度は父の葬儀に対し生花、香典を会か
ら賜り、多くの会員の方にご参加頂き有難
うございました。
吉島君
・武陽山能仁寺３１世虚堂映明大和尚萩野映明様の
大夜、
葬儀に御参列頂き心より御礼申し上げます。
有難うございました。
葬儀委員長 平沼君
・本人・家内の誕生日祝い、入会記念日祝い
有難うございます。
細田（吉）君
・ゴルフで優勝してしまいました。細田（吉）君
・飯能ゴルフコンペにて準優勝でした。
兄弟で
入賞ですが兄を超えないでよかったです。
細田（伴）君
・東京昭島クラブから参りましたビリーです。よろ
しくお願いします。 （東京昭島）ビリー様
・ビリーさんようこそ。
細田（伴）君
・細田吉春さん優勝、伴次郎さん２位、ワン
ツーフィニッシュで素晴らしいゴルフです
ね。おめでとうございます。
山川君
・小川先生、
卓話ごくろうさまです。土屋（崇）君
・情報委員会ですが本日の例会担当です。小
川先生よろしくお願いします。
安藤君
・早退
髙橋君、神田（敬）君、田辺君
本日計４５，
０００円、累計額８２３，
０４１円。
◎２日例会当番は服部、細田（吉）会員です。
【卓
話】
講師紹介
安藤ロータリー情報委員長
間邉会長の年度方針にある
「中・長期計画」
は
今後いろんな意味で大事になってくるのでは
ないかと思います。昨年１２月、会長、副会長、会
長エレクト、その次の会長予定者で情報委員
会を開催。その内容は「クラブ戦略計画」①ク
ラブのサポートと強化（増強）
、②人道的奉仕
の重点化と増加
（地域に根差した、
皆に認知さ
れるような奉仕を考える必要がある）
、③公
共イメージと認知度の向上でした。

クラブ戦略計画 飯能ＲＣ中長期計画
飯能ＲＣ 会長エレクト

小川晃男会員

１２／２満寿家にて炉辺会談。出席者は安藤、
吉田（武）、山川パスト会長、間邉会長、和泉副
会長、次期副会長の島田会員と私。テーマは
「中長期のクラブの展望、あり方についてどう
考えるか」
。
「中長期」
とは安藤委員長によると
「５年乃至１０年」
でした。
ＲＣの現状について。
〔映像併用〕１クラブ
平均会員数、日本３９人。世界でも４０、
５０人と
いうところ。当地区平均３３人。多いのは東京、
愛知、福岡。年代別
（国内）
では２５、
６年前２０人
以下２％、
２０～４０人２０％、
４０～６０人がこの位。
２０１０年、
２０人以下が増え、
２０～４０人が一番多
い。飯能は平均より多いクラブの１つ。
当地区
は２０数年前、
２０人以下のクラブは無く、
多い
のは４０～６０人のクラブだった。
ここ５年間は
２０人以下が２６％、ほとんどが２０～４０人のク
ラブ。
日本の会員数は１９９０年からずっと増え、
９６年１３万人超。
そこから減り、
２０１１年９万人
程度。
クラブ数は横ばいで２，
３００位。
１クラブ
の会員数がどんどん減ってきている事を示す。
戦前からのクラブで女性会員の居るクラブは
２０％強。
２０００年以降承認の若いクラブには
多い。国内で女性会員の居るクラブは５５％。
当地区女性会員の割合は４．
３％と少ないが、
女性会員を擁するクラブは半分以上ある。

飯能クラブは１９６４年、
チャーターメンバー３６名。
１０年後からは６０～７０人
超の年もあった。
２０００年
から減り気味でこの１５年
は６０人弱で横ばい。
今後どうするか。会長
方針を受けて炉辺会談。
今後１０年を考えるのに会
員数は大事。何としても
「６０人前後」
を維持したい。
そのため、
１）会員増強委員会に努力して頂く。
それだけに任せるのでなく会員お一人お一人
が意識を持ち候補になるような人物を日常的
に探して頂く。２）未充填職種を重点的に探す。
生命保険、証券会社、銀行に改めてお話する。
３）女性会員を積極的に探す。出来れば２人
ペア以上で入会して頂く。４）候補になる方に
とってＲＣの組織について分かり易くする必要
がある。そのため市民に存在をもっとアピール
する必要がある。
その１つとしてメディアの力
を使う。既に協力して頂いているがもっと方
法論を洗い直してみる。
「市民にアピール出
来る何か」皆様から良いプランがありました
らお教え頂きたい。５）お金が掛かってもい
いから市民に対し公共イメージが上がるよう
な方法が無いか。そのためには我々の活動の
可視化が出来ると良い。昨年、
加治中にティン
パニを贈った事は効果があった。６）当クラ
ブにもＨＰがある。
ネットを使った広報活動に
ついて考えられる事は無いか。７）中長期的活
動を考えるにあたり、
本来ＲＣは単年度の活動
が基本。継続する場合どうするか。ベトナムの
学校にＰＣを贈る事業は完結しているわけで
はなく当時の藤原委員長からは「続けたい」
との事。私の年度でまた出来ればやりたい。
中長期的事業をシステムとしてとらえていく
場が現在このクラブには無く、
上手くシステム
化出来ると良いのではという意見が出ました。
具体的には、
委員長を決める際、
次の委員長に
なりそうな方を副委員長として指名する等。
年度会長が人事を決めるので、その兼ね合い
もあり、
すぐにというわけにはいかない。話し
合いが必要になってくると思います。
６）
について。
「グーグル」
で
「飯能ロータリー
クラブ」
を検索すると古いＨＰから現在のＨＰ
に移行します。
「飯能ライオンズクラブ」はフェ
イスブックを使用、飯能ＲＣに比べフレンド
リーな作りです。
「マピオン」
では
「飯能ロータ
リークラブ」が検索出来ませんでした。イン
ターネットに詳しい人が居れば上手くやって
もらえるのかなぁと感じました。
結論はどれも出ていません。
「提言」
「協議事
項」
「問題意識」その辺で炉辺会談は終わって
いるわけなのです。是非皆さんに考えて頂け
たら嬉しいです。地元に根付いてお仕事をな
さっている魅力的な方はたくさんいらっしゃい
ます。このまちで育って、
いつかまた戻って
来てくれる若い人もたくさんいらっしゃいます。
そういった方々にＲＣについて分かってもら
えるようにしたい。それはやはり、
地元に貢献
出来るような奉仕、特に
「青少年」
に対して可
視化出来るような活動が出来れば良いのでは
ないか。キーワードは
「継続性」
。安藤委員長
からは「特別委員会」という場を創る、今回の
炉辺会談のようなメンバーで「継続性」につ
いて話し合えば、ある程度うまくいくのでは
ないかというご意見を頂いております。

