奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために

ＲＩ会長 シェカール・メータ
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

水 村 雅 啓
和泉 由起夫

もっと夢を もっと奉仕を

第

例会

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

ロータリー財団月間

天 候
会 長
例会日

事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内

晴
髙 橋

弘
康
幹 事 大 野
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 増島君、間邉君

２０２１―２２年度 ガバナー公式訪問（飯能・日高合同）
・点 鐘 髙橋会長
・ソング 英語版ロータリーソング 四つのテスト
・ビジター 国際ロータリー（ＲＩ）第２５７０地区
２０２１―２２年度ガバナー 水村雅啓様（入間）
地区副幹事 滝沢文夫様（入間）
第３Ｇガバナー補佐 和泉由起夫（飯能）
・記念卓話 水村雅啓様
【会長報告】
（髙橋会長）８月開催が延
期となりましたが、
本日、
感
染防止策をしっかりとさせ
て頂きつつ公式訪問例会が
開けました事、感謝の気持
ちでいっぱいでございます。
（町田会長）日高は１３名の会員と出席。
関係各位に
感謝申し上げます。本日はよろしくお願い致します。
【出席報告】無届欠席０ 神田
（敬）前年度出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
祝日のため、例会取消、
修正はございません。

【Ｍ
Ｕ】
１１／１３（第３Ｇ）髙橋君、大野
（康）君、和泉君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・水村ガバナー様、
ガバナー補佐様、
本日はよろしく
お願い致します。髙橋会長、矢島
（高）会長エレクト
馬場副会長、大野
（康）幹事、吉澤ＳＡＡ、大木君
細田
（伴）君、新井君、中里
（昌）君、吉島君、小川君
都築君
・誕生日お祝い有難うございました。
吉田
（健）君
・米寿のお祝い有難うございました。思い起こせば
小学６年生の時に大東亜戦争が終わりました。妙
に印象深い８８歳での歳月でした。
木川君

・早退させて頂きます。
佐々木君
本日計３５，
０００円、累計額３５９，
０００円。
◎１日例会当番は前島、森会員です。
◎和泉由起夫ガバナー補佐挨拶
水村ガバナーは、
１９４７―４８年度
ＲＩ会長Ｓ．
ケンドリック・ガーンジー
氏の言葉「入りて学び、
出でて奉仕
せよ」
目的意識をもって学び、
人格を
高め合い、奉仕の心を地域で実践に
移すという事を重要視されていま
す。メータＲＩ会長と同様、本職以外
に地域貢献にも力を注いでおられ、
「入間万燈まつり」
の立ち上げ、
「入間市文化創造アトリ
エＡМＩＧＯ！」
の開設以来、
館長をされる等、
多くの文
化イベントに携わっておられます。
ご趣味の１つが
登山。
Ｈ１９年、
北岳で大怪我をされドクターヘリで
搬送。
一時は足の切断も覚悟されたそうです。その
時、多くの方に助けられ、
以来、
人生は感謝と優しさ
を大切にしようという決断をされました。
ＲＩ研修会
ではメータ会長のスピーチに感動。
「挑戦に立ち向か
うのがロータリアンです。船は港にいれば安全です
が、船の目的は港にいることではありません。海に
出てこそ、船の目的が成就されます」との一節を大
事にされています。地区唯一の
「ＲＩ役員」
です。

【記念卓話】
講師紹介
髙橋会長
水村様が地区社会奉仕委員長の時、私は地区委員
として２年間ご指導頂き、有意義かつ楽しい時間を
過ごさせて頂きました。調和のとれたリーダーシッ
プを発揮される方です。よろしくお願い致します。

ガバナー公式訪問例会 記念卓話
国際ロータリー 第２５７０地区 ２０２１━２２年度ガバナー

水 村 雅 啓 様 （入間ＲＣ）
皆さんこんにちは。入間ＲＣの水村雅啓
（まさひろ）
と申します。一年ガバナーとして頑張りますのでど
うぞよろしくお願い致します。
入間からはるばる飯能までやって参りました（笑）
。
早く来たいと思っていましたら、あと３か所で公式
訪問も終わるというところまで来てしまいました。
延期が相次ぎ、それがほぼ１１月に集中して、今月は
非常に忙しい思いをしております。
しかしすごいですね、
この人数は。
「公式訪問は川越
から」
という不文律を私は知りませんでしたが、
最初
に行ったのが川越です。出席者９９名、
３年未満の方
も３０名位。川越からスタートする意味はこういう
ところなんだなと圧倒されましたが、それに次ぐの
が飯能ですね。
今日来て本当にそう思いました。
創立
年で言うと川越の次が熊谷。
３番目が入間
（当時は武
蔵）
ＲＣで、
親クラブが大宮だという事は案外知られ
ていません。
私の家業は祖父の代から織物業で、
組合
は仏子にありましたが、
会合後のお店はいつも飯能。
ですから飯能に育てられたという感じです。中里（昌）
先輩からもいろんな教えを頂きました。
飯能は入間ＲＣの子クラブになります。入間から
は３人のガバナーを出していますが飯能からはまだ
１人も出ていない。地区に行くと必ず言われます。
是非ガバナーを輩出して頂きたい。
入間で最初のガバナーは繁田正一氏。
Ｓ４７年。
クラ
ブ内では怖がられていましたが４０そこそこの若手
にはとても優しい好々爺の方で、
そういうＲＣが嬉
しかったです。渋沢栄一も若い頃、
藍玉を背負って庄
屋だった繁田家に寄り、それから江戸に売りに行っ
たのだそうです。繁田家で
「黒須銀行」
を作る時に栄
一は顧問に就任。
「道徳銀行」
の書を贈ります。
この扁
額は現在、
埼玉りそな銀行本店の応接室にあります。
２番目のガバナーは
「石川組製糸」
の石川嘉彦氏。
公式訪問で私は、
「平仙レース」
等、
大きな工場のある
「西部地域」を一生懸命宣伝しました。
３番目のガバナーは心配ですが、時代も変わって
こんなガバナーが居てもいいのかな、と。一生懸命
頑張った姿、この地域を皆に紹介するガバナー、一人
ひとりを大切にしながら会員と話が出来るガバナー。
そんなガバナーを目指そうと思いました。
地区には５５クラブあるのですが、合同開催もあり
３４か所で全て回れます。何が嬉しいって、
各クラブ
が本当に歓迎してくれる事。面白いのはそれぞれが
違うところです。クラブの良し悪しは大きい小さい
とは違うんだなと感じます。
飯能の子クラブで、
第１
グループの越生毛呂ＲＣはとても素晴らしいクラブ
でした。
１０数名ですがガバナーのためにクラブ協議
会を開くから聴いてくれと言うのです。ＤＬ
（ディス
カッション・リーダー）
は８０歳。答えをがんがん言う
のは９０歳の方。
それがすごい前向きなのです。
新し
い方も２人。
そのうち１人は７０代です。
本当は懇親会
をやりたかったのですと言われました。とても活気
がありました。
ただ、
人口が減っているので会員が集
まらないと言っていました。いろんなクラブを回っ
て良い勉強をさせてもらっています。
２月、フロリダで開催される予定だった国際協議
会もオンライン開催。
本会議は午前１１時と午後１１時
の２回。メータ会長は初日、
１時間程の講演の最後に
テーマを発表するわけです。
「奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために」
。貧富の差が激しいインド

で社会奉仕活動をすご
くされている方でし
た。メータ会長の、
（奉
仕に目覚めたことで）
「その瞬間、私は単なる
ＲＣ会員から、ロータ
リアンになった」等の
言葉は、画面を通して
一対一で聴いていると
すごく胸に刺さり、
オン
ラインも悪いものでは
ないなと感じました。
ほんとは行きたかった
ですよ。
足の骨を折った時、
私は山小屋の若主人や医学部の学生さんに偶然助け
られた。
優しくされると嬉しいものです。
しかし奉仕
というのは自分からするもので、されて喜ぶもので
はないんだなと。
１０日間の研修でそう感じました。
メータ会長は大きく２つの事を言われました。
１つは会員増強。
“Each One,Bring One”
。
１０年変わ
らず会員数は１２０万人。これを１３０万人にしたいと。
７／１現在、
当地区は１，
５６４人。昨年は飯能が増強に
貢献され、
１１８人の増強。
しかし退会も１１３人ありま
した。もっとお願いしますと言わざるを得ません。
もう１つは
「ロータリー奉仕デー」
の実施です。要
件は、２つ以上のＲＣが行う事、市民を巻き込む事、
「ロータリー・ショーケース」
に報告する事、等。当地区
でもお蔭様で１１件の活動が出来る事になりました。
国際協議会の分科会でも３４地区のガバナー達と話
し合いました。茨城の地区が“海岸線の清掃”という
プロジェクトを出したところ、海岸や湖畔のある地
区の多くが同じ企画を採用。これが世界にも飛び火
して、外国でもこれに参加するところが出てきまし
た。
「うちも何かやらねば」
と。
これはメータさんの戦
略で、
この事で全世界が競争になるだろう、
という事
です。飯能・日高合同でやれます。やり方は五十幡
地区社会奉仕委員長に聞いて頂ければと思います。
私は
「もっと夢を もっと奉仕を」
というスローガン
にしました。コロナ禍のため講師は地区委員長等を
呼んでＲＣについて学び、ＲＣを知った上でクラブの
５年後、
１０年後のビジョンを描いて文章化し、
それ
を行動に移そうという事です。目標は４つ。
「
（１）活力
ある地区・クラブをつくる」例会が楽しいものでな
ければいけないのではないか。私が一番楽しかった
委員長は
「プログラム委員長」
でした。自分でプログ
ラムを作って例会を回せた。こんな嬉しい事はあり
ませんでした。
「
（２）奉仕活動」
「
（３）ＲＣを知る」地区セ
ミナーに３年未満の方も是非出して下さい。
「
（４）リー
ダーの育成」世代交代していかなければ繋がってい
きません。
ＲＣ、
ＲＩが１００年も続いているという事は
それがうまくいっている証拠だと思います。残念な
がら消滅したクラブもあります。一番残念なのは狭
山ＲＣ。
入間の子クラブ、
皆さんと兄弟のクラブでし
た。
繋げるためにはリーダーが必要です。
そのために
ＲＣを知ろう、
地区にも研修に行ってみよう。
こんな
事を続けて頂ければと思います。３／２６・２７地区大
会。是非見捨てないで私を助けて下さい。飯能、
日高
ＲＣのご発展を心より祈念しております。
（月間テーマ
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