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「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」
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会員増強・新クラブ結成推進月間
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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内
（代）

幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 細田（吉）君、石井君

ガバナー補佐訪問例会
・点 鐘 島田会長
・ソング それでこそロータリー 四つのテスト
・卓 話 ガバナー補佐：細淵克則様
（入間）
【会長報告】
昨日、大阪桐蔭は２回目の春夏連覇。強い
チームだなと思ったのですが、創立は１９８７
年で、まだ３５年目。それでも現役プロ野球選
手が広陵と並び１６名だそうです。一番多い
のが横浜高校で１８名。監督は優しそうで、
見ているだけで大好きな監督です。私事です
が、高校３年間、全国１、２位のチームに在籍
したのですが、
大阪桐蔭の、
どんな相手とでも
取りこぼし無く勝ち続けるという凄さと、も
う１つは部員６３名の中の闘いの凄さ。壮絶
な競争で勝ち抜いた選手がレギュラーを取り
あれだけ落ち着いたプレーをされているので
は…そんなふうに見ておりました。
ガバナー補佐例会よろしくお願いします。

土屋良一

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・細淵ガバナー補佐ようこそ！本日はよろし
くお願い致します。
木川君、山川君
和泉君、土屋（良）君、加藤君、島田君
土屋（崇）君、田辺君、馬場君、神田（敬）君
・例会欠席続きで申し訳ありません。一歩ず
つ元気になっています。
安藤君
・高３砲丸娘、日韓中ジュニア大会日本代表、今、
韓国に出発しました。飯能日高テレビのインタビ
ュー受けました。近日放映予定です。大野（康）君
・早退します。吉田（武）君、杉田君、大野（康）君
本日計１７，
０００円、累計額１４４，
０００円。
◎２９日例会当番は和泉、市川会員です。
【出席報告】無届欠席０

沢辺出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率

【幹事報告】
公式訪問スケジュール配付。入会３年未満
の７名は１１：５０～ガバナー懇談会です。

【Ｍ
Ｕ】
８／２（入間）和泉君
８／２１
（新所沢）半田君

【委員会報告】
◎雑誌委員会
吉田（健）君
「ロータリーの友」８月号ご紹介。８月の月
間テーマに因む特集が横組Ｐ７から。
「増強に
成功するヒント」
等。Ｐ１６～女性会員の増強
について。Ｐ４５、本年度国際大会はドイツ・
ハンブルグで開催。縦組Ｐ４
「変化をチャンス
に」
面白いので是非お読みください。Ｐ２８、
上
田東ＲＣがボルネオの熱帯雨林の植林をされ
た記事。飯能でもベトナムにＰＣを贈ってい
ますので参考に読んで頂きたいと思います。

【卓
話】
講師紹介
島田会長
Ｓ２８年生まれ。入間ＲＣ会長を９年前（飯
能は木川年度）にされ、その後８年間、地区
（主に財団）
へ出向。
「（株）明治」
（建設資材卸販
売）創業後、１９９４年「（有）明治総合警備シス
テム」設立。現在「ＭＥＩＪＩ・リスペート・
セキュリティ（株）」に社名変更。大鵬薬品工
業、駿河台大学等、広く警備の業務をされて
います。第３グループのリーダーとして、い
ろいろご指導頂いております。

ガバナー補佐卓話
細 淵 克 則 様（入間ＲＣ）
皆さんこんにちは。ま
ずは木川さん。後をやっ
ていますので、有難うご
ざいます。中里（昌）さん
にはＩＭの時には大変お
世話になりました。立派
なＩＭで、心から素晴ら
しいなと思っています。
生まれは東村山です。
母の実家が「さかぐち屋」
で、入間で土地を買う事になり、２２歳、結婚
と同時に入間に来ました。父は小作農から丁
稚奉公、苦労して会社を創った人で、今でも
父に感謝するのは、中学の時に言われた言葉
です。
「長男が社長で次男のお前が専務。い
くら頑張っても長男の会社を大きくするだけ
だ。一国一城の主になれ。そのために土地だ
けは買っておく」。僕にはプロのレーサーに
なる野望がありました。高１で全日本選手権
に二輪
（１２５ｃｃ）
で出場。その後、
２５０ｃｃクラ
スで年間総合成績２位、最年少の国際Ａ級に
も昇格しました。ところが、オイルショック
と片山敬済というライダーの存在によってそ
の道を断念する事になりました。２４歳の時。
ＪＣに入れて頂き、島田さん、加藤さん、ＲＣ
でも先輩達と知り合えて非常に良かったと思
います。ＲＣは４３歳で入会。５０周年の時に
会長をさせて頂き、木川会長、山川幹事はじ
め飯能の皆様にお世話になりました。入間に
は「会長が終わったら地区に奉仕しろ」とい
う暗黙の了解があり、８年間Ｒ財団に出向、
うち５年間は委員長をさせて頂きました。
ガバナー補佐の仕事というのは、Ｂ・ラシン
ＲＩ会長の「インスピレーションになろう」
、
茂木ガバナーの「想いを繋ぎ地域と国の発展
に奉仕する」、それと島田会長のテーマ。こ
れらが三位一体になって大きな成果を上げら
れるようにお手伝いする事。それが私の仕事
かなと思っています。
具体的には会員増強、公共イメージアップ。
増強は１０％、飯能は６名。地区からもお手
伝いします。地区の会員増強委員長等の卓話
の機会を設けて頂きたい。公式訪問では和泉
さんから、公共イメージについてひと言是非
お願いします。入間市には２クラブあって、
クラブ間で会員候補の取り合いがあります
が、その点、飯能は１クラブで来たというの
は非常に良いと思います。候補者をリストア
ップしフォロアーも名前を挙げてくれるので
すが、その後が続かない。大したアプローチ
をしないで１年が終わっている。増強という
のは最終的には会長を含めた皆さんの熱意が
一番だと感じます。
本庄南ＲＣが村田会長の時に例会に呼ばれ
ました。卓話講師は２７７０地区のパスト会長
だったのですが、そこでのお話です。あるク
ラブが
「３名」
になってしまった。皆さんだっ
たらどうします？ 狭山は７名で解散。妻沼

も同様でした。そのクラブは「今、解散して
しまうとこの地域にロータリーという『種』
が無くなってしまう。だから１人になっても
俺は残るんだ。
『種』さえあればいつかは根が
出て花が開く。だから絶対解散しない」と言
い張ったそうです。結果的にその年、８名に
なり、翌年１３名になったそうです。増強は
皆さんの熱意、本気が一番だと思います。
もう１つ。例えば、何処かの会議等で会っ
た時に、軽く
「ロータリーに入らない？」
等と
声を掛けたのでは本気は伝わらない。自宅や
会社に資料を持って伺い説明する。２回でも
３回でも誠意を尽くしていく。最終的に増強
というのは委員長だけの仕事ではなく、会長
を含めた皆さんが頑張れば出来るんじゃない
かなと思います。
それから、公共イメージ。個人的意見です
が、ＲＣは
「上から目線」
なのです。入間では
補助金事業を毎年やっていますが、その使い
方は、社協や教育委員会、市役所に「何か欲し
い物ありますか」と尋ね、それをあげる。本
来、草の根運動的にいかなければ公共イメー
ジは拡がらない。市の埃の中にまみれる。共
催でもいい。一般の市民の団体と話し合って
決めるのがすごくいい。財団補助金は使い易
くなっています。老人施設に毎年パイプ椅子
や机、車椅子を贈るクラブもある。ＲＣの名
前を付けるので認知度も高い。ベトナムへの
ＰＣ贈呈もグローバル補助金で３００万円以上
が出ます。入間ではネパールの地震で壊れた
学校に教育資材を贈っていますが、クラブの
持ち出しは２０万、あとは全てグローバル補
助金です。
唯一の条件は、来年２月の財団セミナーに
次年度会長と委員長が参加する事で資格が得
られ、
「授与と受託の条件」に基づいてクラブ
と地区、地区とＲＩが覚書を結ぶ。あとはどん
な事業を入れたいか申請。民間の団体と共催
する方がいい。来年５月末締め。来年の事業
を今から企画してもらえれば間に合います。
「ＭｙＲＯＴＡＲＹ」
の登録５０％をお願いしてい
ます。飯能は５．
３％。新狭山は１００％。
地区の問題。来年のガバナーが決まってい
ません。決算が出来ず、今年の事業の申請が
出来ないのでクラブに立て替えて貰ったりし
ている。国際親善奨学生の２人はグローバル
補助金を使っています。皆さんからの寄付は
３年経つと半分がワールドファンドへ、半分
が地区へ。その半分が補助金事業として使え
る。去年の２人はこれを使いました。でも今
年はＲＩが絡んでくる。認可が下りていなけ
ればお金は出ないのです。
「ガバナーは第１、ノミニーは第２、デジグ
ネートは第３グループから」出すと決め、９
月、会長幹事会に臨みます。
地区の会員数は一番多い時の２９００名から
今は１６４０名。会員が半分になり地区役員数
が５割も増えているのは予算的にも問題。こ
れを是正するためにもデジグネートまでが連
携していかなければならない。
今後は５年に１回はガバナーが回って来る
と覚悟してください。飯能クラブには３年
後、是非お願いをしたい。ガバナーの仕事は
２つだけ。公式訪問と地区大会。ガバナー補
佐も順番にお願いしたいと思います。

