
【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ｓｔａ．

・点　鐘　小川会長

・ソング　君が代　我等の生業

・ビジター　２０１６－１７年度　国際ロータリー

　　　　　第２５７０地区ガバナー

　　　　　　前嶋修身様（熊谷ＲＣ）

　　　　　第３グループガバナー補佐

　　　　　　野本俊光様（所沢東ＲＣ）

　　　　　　　　熊谷ＲＣ随行メンバー：

　　　　　　　　　飯塚幸一様（地区幹事）

　　　　　　　　　福島良浩様（地区副幹事）

　　　　　　　　　中島正義様（地区副幹事）

　　　　　　　　　西田善明様（地区副幹事）

・記念卓話　前嶋修身様

【入会式】

◎新入会員紹介　 　　　矢島（巌）君

加藤義明（かとうよしあき）様　Ｓ３１年、

飯能市生まれ。６月まで在籍された

加藤義雄パスト会長のご長男。Ｓ５４

年、成蹊大学経済学部卒業、加藤木

材工業（株）入社。Ｓ６０年、同社取締役

就任。Ｈ８年、代表取締役社長、現在

に至る。Ｈ５年、飯能ＪＣ第２０代

理事長。現在、飯能商工会議所幹事、

（一社）所沢法人会副会長・飯能支部長、

一丁目町内会副会長。Ｓ６２年にお父

様よりご紹介頂いた私がご子息を紹

介させて頂き、大変光栄

に思っております。

◎加藤会員挨拶

　父が大変お世話になり

有難うございました。特

別な日に矢島様のご紹介

で伝統あるクラブに祖

父、父、私と３代に渡り

入会させて頂き大変光栄

に思っております。未熟な私ですが少しでも

皆様についていきたいと思っております。ご

指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。

◎前嶋ガバナーよりバッジ装着／小川会長より

会員証贈呈／吉田（武）会員より資料贈呈／誓い

の言葉／矢島（高）幹事より所属発表「雑誌」

◎乾杯：橋本パスト会長

「歓迎の言葉」というのは「ロータリーとは
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こういうものだからしっかりやりなさいよ」

という事。省略されたのでしょうけれども、

年に一度の公式訪問の席上、ガバナーから直

にバッジをつけて頂く加藤さんは幸せだなぁ

と感じます。どうぞ一日も早く慣れてＲＣの

ためにお力添えを頂きたいと存じます。

【会長報告】

小川会長：米山氏が日本ＲＣの父なら、福島

喜三次氏は母親。１３年年下で、東京高等商業

学校（一橋大学）出身。ＮＹ、ダラスで綿花の仕

事をし米山氏と出会う。１９２０年に帰国、米山

氏と２人で東京ＲＣを設立、第１代の幹事を

やっています。時間が無いので今日はここまで。

清水敬一郎会長（日高）：今年度２つの課題の

１つ、第３グループガバナー補佐の件について

は、木川会員（飯能）をご推挙頂き、片をつける

事が出来ました。もう１つの、来年度開催予定

の地区研修協議会ホスト役の件ですが、昨日、

細井エレクトの出身、行田さくらＲＣで話を

詰めて参りました。いよいよ始動します。

【幹事報告】

・９月ロータリーレート１ドル＝１０２円

・９／７１１時半より理事会を開催。上程議題

　のある方は私までお願いします。

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　本日、大野康会員、藤原秋夫会員よりポール

ハリスフェロー特別寄付を頂きました（拍手）。

【出席報告】無断欠席なし　奥冨出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】

８／２７（地区）新井君、藤原君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・本日はガバナー公式訪問例会よろしくお願

　いします。（熊谷）飯塚幸一様、福島良浩様

　　　　　　　　　中島正義様、西田善明様

・加藤義明さん入会おめでとうございます。

　　　　　　　　中里（昌）君、田辺君、馬場君

・前嶋ガバナー、野本ガバナー補佐、地区役員

　の方々本日は有難うございます。

　　　　小川君、矢島（高）君、島田君、和泉君

　　　　　馬場君、中里（昌）君、安藤君、森君

・早退　　　　　　　　　　　　　　中山君

本日計１５，０００円、累計額１２４，００２円。

◎７日例会当番は藤原、福島会員です。

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　小川会長

　一橋大学、早稲田大学大学院をご卒業。税

理士法人前嶋事務所代表。ＲＣ歴は、８５年、

熊谷ＲＣ入会。２０１０－１１年度、クラブ会長。

翌年、第２５７０地区第５グループガバナー補

佐。福島喜三次氏と同じ大学のご出身で、職

歴では、お勤めされていた三井信託銀行は米

山氏が初めて創った会社と聞いています。

「ロータリーの申し子」と言ってもよろしい

のではないかと感じております。

　皆様こんにちは。ガバナーの前嶋でござい

ます。熊谷ＲＣの会員です。ご紹介にござい

ましたように入会して３１年が過ぎました。

早いものですよね。飯能ＲＣは大変歴史がご

ざいます。今日が１９番目のクラブ訪問。す

でに訪問したクラブの半数ほどで入会式に立

ち会いましたけれども、一番格式ある入会式

だったと思います。しかも、加藤さんが「３

代続いたロータリアン」というのをお聞きし

て、さすが飯能クラブだと改めて感じた次第

でございます。

　私の今居る熊谷でございますけれども、埼

玉県というのは横の連絡がなかなか取れない

地形で路線も無い。関越、圏央道が出来てだ

いぶ変わって来ましたが、県北と一番馴染み

が無く、日高、飯能には訪問する機会があま

りありません。ここがプリンスホテルの時代

に一度来た事がございます。飯能に早稲田大

学の稲門会が出来た発会式の日で、森会員の

お父様が初代会長でした。なかなか飯能とは

縁が薄いわけですが、今日こういう形で訪問

出来た事を大変嬉しく思っております。日高

もなかなか熊谷と縁が無かったのですが、国

際医療センターが出来て熊谷方面からずいぶ

んそこに行っております。急に日高と馴染み

が深くなったなと感じております。

　今日は合同例会という事で、私達も敬意を

表しまして５人で訪問しました。よろしくお

願い致します。会員の半田先生とは同業で、

古くからご厚誼を頂いております。

　今日こちらに訪問した一番の目的は、当然

の事ですが、ＲＩ会長テーマ「人類に奉仕する

ロータリー」と、もう１つ、地区のテーマ

「知恵と元気を」についてお話するためです。

ジョン・ジャームＲＩ会長のテーマは大変簡

潔で良いテーマだなと私は思っています。今

年１月、カリフォルニア・サンディエゴの国際

協議会で今年度のテーマの発表がありました。

“Rotary Serving Humanity”に続けてメッ

セージが述べられたわけです。ジャームさん

は身長２ｍ位で迫力があります。テネシー州

チャタヌーガＲＣの会員で、ＲＩと地区に大

変貢献のある方と伺っております。そのメッ

セージの中にテーマをよく表している一節が

あります。「毎週、世界３４，０００以上のクラブ

のロータリアンが、語らい、笑い、アイデア
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を分かち合うために集います。しかし、私達

が集う一番の理由は、最も大切な目標、すな

わち『奉仕』のためです」。私なりに解釈す

ると、私達が属しているＲＣは「クラブ」です

から会員間の楽しい交流があるわけですね。

しかしＲＣですから奉仕という目的を忘れな

いでくださいとおっしゃっておられるわけで

す。私達は「ＲＣとは何だろう」という事で

いろんな勉強会、研修、奉仕についての機会

があるわけですが、「クラブ」について考えた

事があるでしょうか。「そんな事は当然知って

るよ」という事になるかと思うのですが、私

はガバナー補佐をやった時に改めて考えまし

た。ロータリアンと言っても何か役をやらな

いと勉強しないですよね。補佐になった時に

いろいろ勉強して、「クラブ」について考えた

事がないと気付きました。

　調べてみますと、「クラブ」は会員制の集

まりで、定期的に同じ目的、興味、趣味を持

った人達が集まる団体であるという事なんで

すね。１８世紀ヨーロッパで発生しました。

産業革命後、市民社会になったからだと思い

ます。ドイツに行きますと「ドイツで出来た」、

イギリスに行くと「イギリスで出来た」という

説があります。その後、米国に伝わり、日本

に明治時代に伝わって来た。日本人の性格に

合ったとみえて、いろんなクラブが広がりま

した。そのクラブを、どういう経緯で発生し

たかによって４つのカテゴリーに分ける事が

出来ると、ものの本に書いてありました。１

つが社交目的の社交クラブ。２つ目が職能団

体（医師会、弁護士会、歯科医師会、等）。３

つ目が野外活動、スポーツ等を目的として同

好の人が集まったもの。４つ目が奉仕を目的

として、志を持った方が集まって出来たクラ

ブ。これがＲＣでありＬＣです。奉仕を目的

に、その仲間の交流を目的として出来た。

　さらに日本と欧米の違いを調べました。欧

米はやはり自然発生的に自分達で創ってい

る。Ｐ・ハリスも元々は奉仕を目的にしたの

ではなく仲間内の交流を目的に創りました。

西洋では「クラブ」は同じ趣味、目的を持っ

た人が集まって、そういう人の交流を根源的

な目標としております。言わなくても会員間

の交流・親睦は当然だと。ところが日本のク

ラブは目的が目的化していて、スポーツクラ

ブでも会員間の親睦はあまり無いのですね。

欧米の人から見るとそういうふうに映ってい

るという事は言われております。日本人の生

真面目さが出ているのではないでしょうか。

その中でも、私達のＲＣは大変バランスが良

く、目的である奉仕と根源的目的である会員

の交流とのバランスがうまく取れています。

よくＲＣで言われるのは、ＲＣには「両輪」が

あって、１つは「奉仕」、１つは「親睦」。私は

「親睦が無ければクラブではない。奉仕とい

う目的を忘れればロータリーではない」と解

釈しています。ジャームさんはその辺のとこ

ろでね、たぶん海外は親睦がメインになって

いるところがあるのではと思うのですが、

「皆さん、奉仕という目的、オブジェクトを

忘れないで下さい」と言ったのだろうと解釈

しております。日本のＲＣは相当生真面目な

ところもあり、ＲＩでは一寸薄れた職業奉仕

についても、日本だけじゃないかと思う位本

当に真面目にやっています。日本はバランス

のとれた良い「クラブ」だと思っております。

　地区テーマ「知恵と元気を」は「一体何の事

だ」と思われている方も多いと思うのですが、

私が声を大きくして本年度言っていますの

は、皆様の「知恵と元気を」頂いて、クラブ

を活性化して頂きたい、結果として地区を活

性化して頂きたいという事なのです。

　皆様、今の私達の地区の会員数、ご存じで

しょうか。…。さすが、小川会長ですね。約

１，６００名です。埼玉を分けた時は同じ位だっ

たと思うのですが、第２７７０地区と１，０００名の

差が付いてきました。第２５７０地区は昨年度、

日本の地区で２か所減ったうちの１つ。第１

ゾーン（北海道～埼玉）、第２ゾーン（神奈川

～中部）、第３ゾーン（関西～九州）とある中

で、第１ゾーンでは唯一減った地区なので

す。昨年高柳ガバナーの時はわりあい多めで

見ていたのですね。今年の予算組みをやる時

に私もどれ位にしたらいいのか悩んだのです

が、それよりも実は減っていました。私は

１，６５０で予算組みしたと思うのですがね。

どんな団体でも、どんな組織でも、やはり人

数が減ると寂しいですよね。元気がないです。

そういう事を含めまして、皆さんの「知恵と

元気を」頂いてクラブを活性化しようとした

わけです。「地区、地区」と言いましても、テ

リトリーで分けただけの話で、構成員である

各クラブが活性化を是非して頂きたいと思っ

ております。

　そういう思いで、本年度の地区の重点方針

の（１）を「会員を増やそう」にしました。

毎年の事ですが、ＲＩの重点方針もだいたい

１番目は会員増強です。ですから、世界中の

地区の方針の第一には会員増強が必ずと言っ

ていい位あります。

（２）「クラブ例会の充実と出席率の促進を」



会員増強にはコインの裏・表がありまして、

表は新規加入、裏は退会者を減らす事です。

会員として「楽しい、持続したい」という思

いが湧き出るのは一番は例会だと思うので

す。例会が楽しく意義深いものである事。こ

れに尽きると思います。

　皆さんもご存じのように、本年度の規定審

議会で、これについては月信その他で解説致

しますけれども、「月例会２回以上」となりま

した。３回でも４回でもいいわけで、今まで

通りでも構わないのですが、先程からお話し

ているように「クラブ」というのは会員の交

流があってのクラブなんですよね。その回数

を減らすというのは私達に頂いた機会を自分

で放棄する事にもなるわけです。是非減らす

事の無いようにというのがガバナーとしての

願いですが、これはクラブで決める事です。

いずれにしましても、例会を楽しく意義深い

ものに是非して頂きたい。その結果として出

席率を向上して頂きたい。コインの裏の、退

会防止は、やはり出席率の向上に尽きると思

います。私が３０年前に入会した時は非常に

厳しかったですよね。走り回って出席した記

憶がありますけれども、今はそういう事は無

いのですが、これはクラブとしての一番の楽

しみである、会員の交流という「場」ですから、

是非出席率を向上して頂きたい。

　そういう思いを込めて、年度の始まる前、

名称を「出席向上委員会」「出席促進委員会」

「出席勧奨委員会」等、「出席率を上げよう」と

いう意志の入ったものにして下さいと各クラ

ブにお願いして、ほとんどのクラブに変えて

頂きました。もちろん変えれば上がるという

ものではありません。ただ、単に出席率の発

表だけでなく向上して頂くという意志を入れ

たものにして頂いたわけです。ここでも「知

恵と元気を」出して頂いて、出席率の向上を

図って頂ければ有難いなと思っております。

（３）「地域の人々にロータリーを知って頂こ

う（公共イメージと認知度の向上を）」名前は

知られていますが、「ポリオ撲滅」なんて誰も

知らない。地区での交換留学生だとか、飯能

日高でやられている「よいこと」もほとんど知

られていません。是非周りの人にＰＲをして

下さい。ローカルメディアにもリリースして

頂く。お金は掛かりますが広報も考えており

ます。まず奥さん、ご家族、ご親戚、会社の

方に是非ロータリーの事を話して頂きたい。

「あれを見よ深山の桜咲きにけり

　　　真心尽くせ人知らずとも」（よみ人しらず）

　僕は若い時この歌に出会いました。いい歌

だなと思って覚えていたのです。ＲＣに入っ

て、いろんな事をやっていると聞いた時に

「この歌こそロータリアンの歌だ」と思いまし

た。特に「職業奉仕」かなとずっと思っている

のですが、残念な事にこれだと周りの人に知

られないのです。ですから個人の心持ちとし

てはこれでいいと思うのですが、周りの人に

は何をやっているかを知って頂きたい。ロー

タリアンになる方が意外に少ないのもあまり

知られていないからだと思っています。

（４）本年度は「ロータリー財団１００周年」

を記念して財団を知る行事を考えておりま

す。何をやっているのか、中身はどうなって

いるのか、なかなか知られておりません。地

区大会でもやりますが、理解を深める行事を

通して寄付を促進したい。財団への寄付には

全部目的があります。

　最後にお願いです。１１月５・６日、地区大会

が熊谷でございます。是非両クラブからたく

さんのご参加を頂きたい。先日、田中作次ＲＩ

元会長のご自宅にお邪魔して講演の打合せを

しました。今回ご自身のお話は短くして、残

りの時間を会場の皆さんから質疑を頂いてお

答えするような特別講演会にしたいという事

でした。ＲＩの事を日本人で一番良く知って

いる方で財団の事も知っています。世界何十

か国を回っておられます。中卒で新潟から出

て集団就職。高校、大学は夜間の通信教育を

受け、大変苦学されてあれだけの会社を創っ

てＲＩ会長になられました。自分の人生につ

いての質問でもいいと言われています。是非

参加して頂き、どなたかご質問をお願いした

いなと思っています。両会長、是非お一人ず

つでもお願い致し

ます。

　また、９月２９日

チャリティーゴル

フ大会には「財団

１００周年」とい

う冠を付けまし

た。熊谷ゴルフク

ラブです。是非ご

参加頂きたいと思

っております。

　今後ともよろし

くご協力の程お願

い致します。


