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ガバナー補佐訪問例会
・点 鐘 小川会長
・ソング 手に手つないで
・卓 話 野本俊光様
【会長報告】
米山功労者、
第３回マルチプ
ルで小谷野正弘
会員に感謝状が
届いております。
先週は大変楽
しい夜間例会を
有難うございま
した。オリンピックで寝不足になった方もお
られたかと思いますが、今週から気を引き締
めてよろしくお願いしたいと思います。
米山梅吉氏は明治元年（１８６８）江戸の生ま
れ。大和高取藩のお侍の三男坊。父が早く亡
くなり、三島の神社の宮司の娘だった母の実
家・三島に転居。非常に優秀で、地元米山家
に気に入られ婿入りする約束をします。高校
を出て東京英和学校
（青山学院）
で１年程英語
を勉強、米国に渡り大学で経済関係を学んで
約７年間米国に居ました。帰国して１８９７年、
３０歳で三井銀行に入行。
１９１７年、政府の経済
諮問委員として金融状況視察のため米国に渡
った際、ダラスで三井物産の子会社をやって
いた福島喜三次氏
（日本人初のロータリアン）
の家に３泊して交流を深めます。１９２０年に
福島氏が帰国した時、ダラスのメンバーから
「東京にＲＣを創れ」
という話が出ていて奔走
します。
その時に米山氏に相談、
そこで米山氏
が偉い人を集めＲＣが出来たという経緯があ
ります。戦争中も
「水曜会」
「木曜会」
の名前で

活動し苦労されながら終戦を迎え、
１９４６年に
米山氏は亡くなります。彼の努力が「奨学会」
の名前に残っているという事だと思います。
【幹事報告】
本日１１時より１１階で野本補佐による書類
点検。
１７項目、問題なしとの事。前嶋ガバナー
からのメール：
（前略）４月の規定審議会決定
事項について情報が錯綜していますが、地区
戦略計画委員会を中心に検討会を開き地区の
統一見解を取り纏める事になりました。９月
には月信、
ＨＰ、
会長幹事会等で公表予定です。
地区大会１１／５・６熊谷で開催予定。
ご承知
の程お願い致します。
９／２９財団１００周年記念
チャリティーゴルフ大会参加の声掛けが前島
委員長からありましたら是非お願いします。
９／７ １１時半より理事会を開催します。
【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会
小谷野君
私の呼び水が効きまして今日小川晃男会長
より寄付のご意向がありました
（拍手）
。
◎雑誌委員会
吉田（行）君
研修時に、
例会出席も大事だが
「ロータリー
の友」
を読む事と
「会費の納入」
が大事だと言わ
れました。
「友」
８月号、
縦組、
第２６３０地区ＩＭ講
演
「時代に向きあい 人に寄りそう」
岡谷氏。
横
組は特に充実。世界で良い事をしてきた歴史
を振り返る表紙。Ｐ７～財団１００周年の歴史。
Ｐ４０～
「ロータリーがたちまち好きになる理
由」
。
Ｐ３
「あなたの一言から始まる」ジャーム
ＲＩ会長。増強について
「私には皆さんのクラブ
や地域社会を強くすることはできません。入会す
るにふさわしい知り合いを“人類に奉仕するロー
タリー”に誘えるのは、皆さんをおいてほかにい
ないのです」
。名文が載っております。

◎親睦活動委員会
前島君
先週は八王子までお運び頂き有難うござい
ました。
会報に皆様の雄姿が載っております。
細田（伴）会員には最後に楽しい歌をご披露頂
き有難うございました。１０月の夜間例会、
親睦ゴルフの出欠もよろしくお願いします。
【出席報告】

奥冨出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
定款による例会取消の
ため修正はありません

無断欠席なし／ＭＵなし
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日はよろしくお願いします。野本俊光様
（２０１
６－１７年度国際ロータリー第２５７０地区第３グループガバナー補佐）

・明日、
市民会館大ホールで地域福祉実践セミナーがあり、
市長とシンポジストで出席します。
頑張ります！大野
（康）
君
・野本ガバナー補佐ようこそ飯能へお出で下さ
いました。本日はよろしくお願い致します。
小川君、矢島（高）君、島田君、馬場君
・早退
田辺君
本日計８，
０００円、累計額１０９，
００２円。
◎３１日例会当番は新井、雨間会員です。
【卓
話】
講師紹介
小川会長
Ｈ２１年、
所沢東ＲＣ会長。以後、主に青少年
奉仕を中心に地区でお仕事、委員長もされて
います。社会保険労務士法人野本事務所を開
設、社会保険関係のお仕事をされています。

ガバナ ー 補 佐 卓 話
２０１６－１７年度国際ロータリー第２５７０地区第３グループ
ガバナー補佐
野本俊光様（所沢東ＲＣ）

歴史と伝統のある飯能クラブで卓話が出来
る事を光栄に感じております。
所沢東は所沢で４番目、Ｈ２年の創立。今回
補佐は
「順番」
で、地区で４年活動していて最
適というので決まってしまった。木川さんは
細井エレクトと懇意との事。来年はより充実
した活動が出来るのではないでしょうか。
ＲＣを２５年間やって来ましたが、家庭と
仕事とＲＣの３つだけで趣味もありません。
「今日も飯能へ行って卓話しなくちゃならない
んだ」
と言ったら、女房に「あんたも好きねぇ」
と言われました。
「仕事はボケないように死ぬ
までやりなさい」と言われています。資格を
取って同じ仕事をしている娘婿は飯能在住。
母親の実家が秩父御嶽神社で、もしかしたら
飯能ＲＣにいずれお世話になるかもしれません。
飯能は地区で９番目に古く、創立から５２年。
補佐が６名出ている。人数的にはクラブとし
て最適と思います。Ｈ２５年の公式訪問時に
吉田（武）会長は
「クラブ数を増やすという拡大
の荒波を受けた時期もあったが、良識ある先
輩達が頑なに１クラブを維持しようというこ
とで、結果とすれば非常に賢明なご判断だっ
たかと思う」と言われていた。確かにそうで
狭山は３つに分かれ今は２つになってしまった。
所沢も３クラブ位で良いのではと思っています。
最低２０名居ないと新クラブは出来ない。当地
区５１クラブ中２０クラブ
（約４割）が２０名を

切っている。一番少ない
児玉ＲＣは３名。新狭山
でも会長は２回目で現在
１８名。
日高も１７名。職業
分類で未充填のところが
まだまだある。飯能も
「人数がこれだけ居るから
安心だ」
ではなく
「自然減
はあるが自然増はない」
という事で拡大をお願い
したい。銀行も戻ってき
ています。増強は会長がまず中心でやらない
と進まない。
ＲＣはクラブが基本。会長が先頭
に立って動かないとものごとは進んでいかな
いと感じています。メンバーは会長を盛り立
てるようにやってもらう。長老がうるさい事
を言うという事も幸い無く、一致団結してや
っているというので安心しています。
これだけ歴史のあるクラブ、
是非、
今後ガバ
ナーを出して頂きたい。まだノミニーが地区
で決まっていません。地区戦略委員会では：
ガバナーになるには少なくとも３年間の助走
期間が要る。デジグネート→ノミニー→エレ
クト。そうしないと地区の編成、
方針等まとめ
られない。
「ガバナー候補者」だと人が集まら
ないのであくまでも「地区役員候補者」
を自ク
ラブから１人、
他クラブから１人、
推薦しても
らう等、意見が出た。うちの地区の悪い点は
行き当たりばったりだった事。前嶋さんが決
まったのは直前。委員長も２、３年同じ人が
やっている。飯能からもっと役員を出しても
らっても良いのではないかと感じております。
また、青少年奉仕で「インターアクト」
「ローターアクト」
を創って頂きたいと会長に
お願いしました。今、地区で７校しかありま
せん。地区の青少年交換では、毎年５、６人
を海外に送っているのですが、向こうから来
る学生の受け入れ先がなかなか決まらない。
昨年６月、所沢西が受け入れを断わり、その
まま保留で、今年の６月になってすったもん
だの末、補佐の出ている所沢東で急遽受け入
れる事になった。地区の青少年交換委員会の
責任だと思う。フランスから来る学生を引き
受ける保証が無いと、こちらから学生（所沢
在住・川越女子高）が行けない。ホストファ
ミリーには地区から月３万５千円が出ます。
その他の年４０万円位はクラブで負担しなけ
ればならない。そういう事があったため、地
区委員会で「各グループで１人、
責任を持って
面倒見てくれないか」
という話がありました。
これは会長幹事会にも諮っておらず、それで
良いとは私も言っておりませんが、そうなっ
た場合、グループ内のクラブで費用を均等割
り、スポンサークラブは当番制になるかもし
れません。ただ、交換学生の応募資格に「向
こうから来る学生の面倒を見る事が出来る」
という条件もあるので、必ずしもロータリア
ンがホストファミリーとして全面的に面倒を
見るという事ではありません。カウンセラー
には行事、会合等に出てもらいます。
ＩＭは２／９所沢ＭＵＳＥで開催。西武鉄道
に講演（地方創生についてのビジョン、まち
づくり等）を依頼中。参加費５千円です。
公式訪問は「１００％出席」でお願いします。
「前から予定が分かっているのに皆さんどう
したのですか？」とおっしゃったガバナーも
過去にいらっしゃいました。ガバナー自体は
ＲＩの役員。是非よろしくお願い致します。

