
【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　島田会長
・ソング　君が代　奉仕の理想　四つのテスト
・ビジター　２０１８－１９年度 国際ロータリー
　　　　　第２５７０地区ガバナー
　　　　　　茂木 正（もてぎまさし）様（本庄ＲＣ）
　　　　　第３グループガバナー補佐
　　　　　　細淵克則様（入間ＲＣ）
　　　　　　 随行メンバー
　　　　　　　向井正義クラブ奉仕部門委員長
　　　　　　　　（深谷東ＲＣ）
　　　　　　　友野政彦クラブ奉仕部門会員
　　　　　　　　増強委員（入間ＲＣ）
　　　　　　　矢島淳一ロータリーの友地区
　　　　　　　　代表委員（本庄ＲＣ）
　　　　　　　斉藤一英地区副幹事（本庄ＲＣ）
・記念卓話　茂木 正様

【会長報告】
◎島田会長（飯能）：本日はご指導よろしくお
願い申し上げます。飯能のメンバーにファイ
ルを配付しました。矢島（巌）年度に服部増強
委員長が作られたものを利用させて頂き、今
年の方針を入れました。増強「６名」が目標
で、あと５名です。候補者に検討して頂く書
類ですので、間違っても会社に置きっぱなし
にせず、是非アタックして頂きたい。よろし
くお願い申し上げます。
◎小坂会長（日高）：のち程、クラブ協議会で
各委員長より報告させて頂きます。飯能クラ
ブの皆様、どうぞよろしくお願い致します。

【幹事報告】　　　　　　 （飯能）馬場幹事
　９／５理事会です。例会終了後、パスト会
長会議。

◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・９／１１（火）　例会振替９／１０（月）所沢５クラ
　　　　　　 ブ合同ガバナー公式訪問
・９／１８（火）　企業見学に振替
・９／２５（火）　例会取止め（定款により）
・１０／９（火）　例会取止め（定款により）
・１０／２３（火） 例会振替１０／２１・２２親睦旅行
・１０／３０（火） 例会取止め（定款により）

【委員会報告】時間の都合で次回に延期

◎山川Ｒ財団委員長：田辺 實副会長、川口 浩
会員より寄付を頂きました。有難うございま
した。ガバナーより表彰して頂きます（拍手）。

【出席報告】無届欠席０　 鈴木出席向上委員

当 番 和泉君、市川君
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【Ｍ　　Ｕ】
８／２６（地区）島田君、矢島（高）君、藤原君
８／２８（入間南）中里（忠）君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日はお世話になります。両クラブの増強
　が目標達成出来ます事を祈念致しておりま
　す。（地区クラブ奉仕部門）友野政彦様（入間ＲＣ）
・茂木正ガバナー様、細淵克則ガバナー補佐
　様、ようこそ！　本日はよろしくお願い致
　します。　　  中里（昌）君、安藤君、島田君
　　 土屋（崇）君、田辺君、馬場君、神田（敬）君
・早退します。　　　　　　　　　　安藤君
本日計９，０００円、累計額１５３，００１円。
◎５日例会当番は伊澤、神田（康）会員です。

【記念卓話】
講師紹介　　　　　　　　　　　　島田会長
　１９５１年、本庄生まれ。拓殖大学政経学部
国際経済学科を卒業後、マドリード国立大学
に入学。ご職業は人材派遣業。（株）ユニオン
インターナショナル代表取締役として幅広く
お仕事をされています。ＲＣ歴：２０００年、
本庄ＲＣに入会。０８～１５年、地区に出向。
主に国際奉仕、ＲＬＩ委員会に所属。１５～１６
年、本庄ＲＣ会長。１６～１７年、ＲＬＩ副委員
長。南洋諸島で慰霊と遺骨収容のボランティ
アをされており、硫黄島、ペリリュー島、ガ
ダルカナル島、ビルマ等、１３回に亘ります。

　去年１２月に急きょご指名を頂いて、半年
ちょっと経ったところです。準備不足、不行
き届きがあるかと存じますが、その分、これ
から皆様方の想いを繋いでいきたいと思って
おります。そして、地域や地区の活動の中に
活かしていきたいという想いでおります。そ
のためにこそ私は「ガバナー」という職を受
けさせて頂いたわけでございます。
　今日、公式訪問という場で、会場はもちろ
ん、皆様方から「気」と申しますか、素晴ら
しいものを受け取らせて頂いております。心
から御礼申し上げる次第でございます。
　ご紹介頂きましたように私は本庄ＲＣの所
属です。今年で２１年目になりますでしょう
か。私の代で始めた人材派遣業、請負事業
等、いろいろさせて頂いております。私のと
ころは中山道の端で、代々続く百姓家の長男
でした。父の代までは農業の事ばかりでした
が、欧州へ行ったり等して、現在は農業とは
全く違った事をさせて頂いております。けれ
ども、少なくとも、親から伝えられた農家と
してのある部分では、想いを引き継いでいる
一人でございます。
　ご存知のように今年度、バリー・ラシンＲＩ
会長のテーマは“Be The Inspiration”「イン
スピレーションになろう」という、訳の分か
らないようなお言葉でした。１月１４日から
私も現地へ行って研修を受けさせて頂きまし
た。ご本人とも一対一でちょっとだけお話さ
せて頂く機会がございました。その研修期間
中におっしゃっていた事はやはり「私達は周

り中に、ロータリアンとして『インスピレー
ション』というふうなものを与えられるよう
な存在になっていきましょうよ」という事で
あったと私は思っております。
　皆様ご存知のように、私共の年度テーマと
して「想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕す
る」と掲げさせて頂いております。「『想い』
とは何の想いだ。もっと事業を拡げて儲けた
いのか」等と時折聞かれます。それももちろ
んあるでしょう。しかし先程お話しましたよ
うに、少なくとも私は代々続く農家の一人息
子として、親からの想い、じいちゃん、ばあ
ちゃん、先祖からの想いというふうなものを
引き継いでおります。それが私のからだで
す。そして、この想いをロータリーの活動に
も生かしたい。皆様と想いを共有したいとい
う気持ちでいっぱいでございます。その結果
として、地域や国を良くしていきたいという
想いでガバナーも受けさせて頂きました。
　島田会長からご紹介頂きましたように、も
う１７、８年目になるでしょうか、南洋諸島
の方に眠っていらっしゃるお骨を収容すると
いう事を、一つのライフワークと言ったら言
葉が過ぎるでしょうか、ボランティアの一つ
としてやって参りました。「想いを繋ぐ」と
いう意味において、南の島々で亡くなられて
いった方達の想い、そうしたものも私は引き
継ぎたいと思っております。それは少なくと
も「いつか米国にかたき討ちをしてくれよ」
という事では全くございません。それこそ

「俺達はこの場所で死ななければならなかっ
たけれども、お前達は絶対にそんな戦争が起
きるような世の中をつくってくれるなよ」

「俺達には出来なかった、お前達の家族や国
というものを大切にして、幸せになって欲し
い」という想いでございます。それはまさし
く私達がロータリアンとしても、経営者とし
ても、引き継がなければならない想いです。
あの地で二十歳位で亡くなっていかれた人達
の想いを私は引き継ぎたいと思っています。
大東亜戦争で亡くなられた方は、軍人・軍属
まで含めると約２７０万人と言われておりま
す。そのうち約１３０万人の方々が日本以外
のジャングルの中、海の底で、眠っていらっ
しゃいます。こうした人達の想いを一人でも
多く引き継ぎたい、そして、そのお骨を故国
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に帰してあげたい、そんな気持ちで２０年近
くやって参りました。せっかくガバナーのお
声掛けを頂いたものですから、そうした想い
も是非皆様方に共有して頂きたい。そんな気
持ちでいっぱいでございます。
　１３０万人のうち、海の深い所にいらっしゃ
る方、その場所に手をつけてはいけないと言
われている方が約７０万人。残り６０万人の
方々は、収容出来るにもかかわらずジャング
ルや海の中に放り出しっぱなしなのです。そ
うした人達の一人でも多くに日本に帰って頂
きたい。誰一人、戦争に行きたかった方なん
ていらっしゃいません。そうした方達の想い
を私は引き継ぐべきだろうと思い、勝手にや
って参りました。３年程前からは厚労省の一
員としても現地に行っており、そうした事を
引き継いでいきたいと思っております。
　実は私共の今年の活動の一つとして、来年
５月１４日から１０日間、パラオ諸島にお医
者様に行って頂く計画を今、しております。
先程も出て参りましたが財団のお金を約３万
ドルお借りして、医師１０名、看護師を入れ
て２０名派遣したい。ここにいらっしゃる皆
様方にも、５日間でも結構ですので是非現地
にお運び頂きたいとお願いをしております。
　２０１５年４月、天皇が訪問されたパラオ諸島
のペリリューという小さい島は人口６００人
程。周囲２０ｋｍ。ここで７０数年前、１万人の
同朋が玉砕しました。約８千名の遺骨は回収
し日本にお連れしていますが、あと２８００体が
残っておられます。今年５月、パラオ政府に
来年５月の訪問のお願いに上がった際にも、
ちょっとだけジャングルに踏み込みました
が、すぐにお遺体が出て参りました。そんな
時、例えばガダルカナルでは地質のため背骨
や大腿骨位しか出て来ないのですが、ペリリ
ュー島はサンゴ礁の隆起した島であるためか
しっかりそのまま出て参ります。そうした人
達を海の底、地底湖の底から抱っこして上が
ってくる時にいつも感じるのは「お前達は絶
対こんな戦争をしちゃいけないんだよ」とい
う想いです。その想いを私は引き継ぎ、皆様
方と共有し、ロータリアンとして世界平和に
貢献するという事があるわけでございます。
それこそが先人の想いを受け継いで次の時代
に繋げていく事だというふうに私は思ってお
ります。ロータリアンとしての世界平和への
貢献、支援という部分では、人道的な支援も
含めて、是非そうした想いをロータリー活動
の中にも入れていきたいと思っております。
　これからご案内させて頂き
ますが、是非ご一緒に現場に
行って頂けたらと思います。
実は「高崎１５連隊」が玉砕し
た場所が分かっております。
１万人が玉砕。そして「水戸
２連隊」８千名位があの小さ
い島で亡くなっております。
危険な事はございません。玉
砕した場所に立って頂ければ
きっと私の想いというものが
皆様にも伝わっていくような
気が致します。それは、世界
平和を引き継いでいかなけれ
ばいけないという想いでござ
います。私の年度でも人道的
支援の活動の一つにしていき
たいと思っております。

　もう一つ、私共の年度の重点は青少年の育
成です。若い人達にもそうした想いを共有し
て頂くという事がすごく大切な事ではないか
と思っています。日本は年３万人位の自殺者
が出ている国です。その他にも、変死者：ど
うして亡くなられた分からない方が年間１４
万人位いらっしゃる。このうちかなりの部分
も自殺ではないかと考えると、１０分に１人
位の自殺者が居るという事になります。こん
な国はたぶん無いのではないか。飢餓で亡く
なっていく子ども達は世界中に３０万、４０万
といらっしゃいます。しかし、何も苦労が無
く、と言うと語弊があるのでしょうけれども
先進国として十何万人もが亡くなられていく
国というのはたぶん日本以外には無いのでは
ないでしょうか。「どうしてか」と考えた時、
私達は若い人達を含め、自分が何のために生
まれてきたのか分からない、目的が分からな
くなっている方がいらっしゃるのではないか
と思っております。３．１１の震災後、福島を
含む３県の自殺者の統計を見てみますと、６
～１２月の半年間で１４０７名、例年より１７％
位少ない数字だったのです。これこそが、私
達が何のために生きる、何のために今こうし
て頑張れるのかの一つの証明でもあるような
気がしております。ご先祖の気持ちをしっか
りと受け止め、自分がしっかり生きるんだと
いう事を再認識して頂ければ、きっともっと
もっといい世界が開けてくるような気がして
おります。そして、そのためにこそ私達は会
員増強を目指しているわけであります。
　２０年前、「名前だけ書けばいいよ」と言わ
れて入会し、いつの間にか間違ってガバナー
にまでなってしまいましたが、「名前だけ書
く」という事ではなく、私達の活動を通じて
一般の皆様にしっかりとアピールをしてい
く、公共的な部分でのイメージをアップして
いく。「ロータリーって、集まって皆でご飯食
べたり、楽しい事してるだけなんじゃない
の」という一般的な認識がもしあるとしたら
私達はロータリー活動を通じて地域を良くし
ていかなければなりません。そして、私達の
からだを流れている想い、血、そうしたもの
をもっともっと理解して頂き、世間に認めて
頂く事が必要だというふうに思っています。
東洋人ですので「竹林の七賢」ではありません
が陰徳が大事、アピールする事を躊躇してし
まうところがあります。しかし、私達の想い
をもっと一般の方にも分かって頂き、もっと
素晴らしい活動をするためにもアピールすべ



きだと思っております。
　例会前、日高、飯能の皆様から「こんな事
をしています」というご報告を頂きました。
こんなにいい事をしている団体はもっともっ
と地域に認めて頂き、「そんな事をやっている
んだ」という事を知って頂く事も私達の活動
の一つにして参りたいと思っております。
　ポリオも、もう少しで撲滅出来るところま
で来ています。そこに大きな力を発揮してき
たのがロータリークラブ。こうした事を世間
一般にアピールをしていきたい。「世界でよい
ことをしよう」を主眼に活動して参りました
が、これからもしっかり努めて参りたいと思
っております。
　地区大会は来年４月１３・１４日、本庄の地、
文化会館で開催します。当初「航空自衛隊入
間基地で」との話もしましたが、難しい事も
いろいろあるようです。元防衛大臣の森本敏
さんのご講演、自衛隊の音楽隊、マーチング
バンドの演奏等がございます。私の想いは

「自衛隊を表彰したい」という想いでもあり
ます。「自衛隊は軍隊」というのは私に言わせ
ると「すりこみ」のような気がしておりま
す。水害等の現場の第一線で活躍して頂いて
いるのは他ならぬ自衛隊です。それを表彰し
ている団体は非常に少ない気がします。「自衛
隊は苦労して当たり前」で、ダーティーなイ
メージがあるようですが、彼らこそは最前線
で命を懸けて一生懸命頑張っていてくれる一
市民でございます。そうした事で、「自衛隊の
皆様を表彰する場」にもしていきたいと思っ
ております。皆様方のご支援をお願いしたい
と思います。
　今年度の国際支援の一つとしてパラオ共和
国に医師の派遣をさせて頂きます。１０名位
の方に行って頂きます。２万数千名の国民の
中にパラオ人の医師がほとんど居りません。
ほとんどが、日本のＪＩＣＡから派遣されて
いる医師であったり、オーストラリアからの
医師だったりします。５月に私が行った時も
ＪＩＣＡから来ている日本人の歯医者さんが

「実は夕べ、産婦人科までやっちゃいました
よ」とお話されていました。お医者様で、後
継の方がいらっしゃるような状況でしたら、
是非派遣に参加して頂きたいというふうにお
願いをしておきます。一人でも多くの皆様方
にあの場所に行って頂き、パラオの人達とダ
イレクトにお話をして頂けるといいなという
ふうに思っております。
　私達は教科書等で「日本の軍隊はさんざん
悪い事をして来た」と教わりました。しか
し、パラオの国民１０人に２人位は日本の名
前をつけていらっしゃいます。国旗も日の丸
の色を変えただけのものです。実際に現地の
人達は日本人をどんなふうに見ているのかと
いう事も含め、体験して頂けたら嬉しく思い
ます。その事で、私達の先祖、先人を尊敬出
来るというところまでいけたらいいなという
ふうに思っております。それこそ、自殺の話
ではありませんが、「うちのじいちゃんは戦
争に行って悪い事をしてきたよ」と教わって
きたとしたら、もう一度しっかり歴史を見つ
めるべきだろうというふうに、個人的には思
っております。そしてそれこそが、「うちのじ
いちゃん凄かったんだよ」「先祖の人達はこん
なにも良い事をしてきたんだ」という、民族
に対する自信と言ったらいいのでしょうか、
そういうふうなものにも繋がってくるような

気がしております。それこそが、私達が若い
人達にしっかりと教えていく、伝えていく、
大きな役割の一つであると思いますし、そう
した事が若い人達に自信をもたせ、「よし、僕
も一生懸命頑張って日本から平和を発信して
いこう」「もっともっと頑張っていこう」とい
うふうな活動の一つになり、結果として自殺
をするような方達が居なくなっていくところ
にも繋がっていくような気がしております。
　戦争で亡くなられた多くの人達の中で、戦
争に行きたくて行った方なんて一人も居ない
と思っています。少なくとも「そんな世の中
にしてはいけない」というふうな事を皆さん
で共有し、世界への貢献、人道的な支援を含
めて、しっかりと皆様方と平和に対する想い
を繋げていきたいと思っております。
　来年６月１日から５日まで、ドイツのハン
ブルクで国際大会の開催が予定されていま
す。一人でも多くの皆様に行って頂き、素晴
らしい時間を、私達の地区、日本だけでなく
世界中のロータリアンと繋がって頂き、想い
を共有して頂きたいという想いでいっぱいで
ございます。是非皆様方と一緒に、そうした
ロータリーの活動に対する想い、また、ロー
タリアンとしてのそれぞれの想いを実現、具
現化する年度にしていきたいというふうに思
っております。
　ちなみに、私共の地区大会は「想いをかた
ちに」という事を標語に掲げさせて頂いてお
ります。私達の想いを地区大会で「かたち」
にしていきたい。そして、次の時代にしっか
りとバトンタッチをしていきたい。次の時代
にもっと良くなって欲しい。そんな想いで
今、実行委員をはじめ皆さんと一生懸命、か
たちをつくろうとしております。是非皆様方
の想いも私共の方にもご指導頂きたいという
ふうに思っております。
　冒頭申し上げましたように、ＲＩのバリー・
ラシン会長は「インスピレーションになろ
う」という標語を掲げていらっしゃいます。
それこそが、私達、ここにお集まりの皆様
方、私を含めて、それぞれが、世界中に、社
員、家族の皆様に、ロータリーの想いを発信
出来るという事です。それこそ、あの人を見
たらもうその人から受けるインスピレーショ
ンで「ああ、ロータリアンってこんな人なん
だ」「俺もいつかはロータリアンになりたい
な」というふうなインスピレーションを周り
に発信出来るような「自分づくり」という事
に尽きるというふうに思っております。
　私達ロータリアンは「この地域をもっと良
くしていきたい」「自分の会社はもちろん、家
庭や国を良くしていきたい」というふうな想
いでいっぱいでございます。是非皆様方の心
を一つにして頂き、後ろからみて後光が差し
ているようなロータリアンであって頂きたい
というふうに思っております。私達のからだ
から周りにインスピレーションを発信出来る
ような年度をつくり上げていきたいというふ
うに思っております。
　こんな私ではございますけれども、皆様方
のご指導とご鞭撻により素晴らしい年度を、
素晴らしいロータリー活動を努めていきたい
というふうに熱望しております。どうぞ一年
間、皆様方の温かいご指導とご鞭撻を心から
お願いを申し上げまして、私の卓話とさせて
頂きます。
　ご清聴頂きまして有難うございました。




