
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　手に手つないで
・卓　話　ガバナー補佐　白井 威様

（矢島会長より）白井様は新型コロナウ
イルス感染症の陽性診断を受けられ、急
遽リモートによる卓話となりました。

【会長報告】
　お盆休みゆっくりお過ごしになられたでしょうか。
１０日（水）には市川幹事、大﨑ＳＡＡ、吉澤前ＳＡＡ、県
議の内沼会員と聖望学園の応援のため甲子園に行っ
て参りました。秋田県代表・能代松陽高校に８対２
で勝利し、その日は大阪の地で美酒を堪能させて頂
きました。２回戦は強豪・大阪桐蔭に大敗してしまい
ましたが、大変良い思い出を作らせて頂きました。
　娘さんが陽性となった幹事には本日お休みして頂
きました。大変な勢いでコロナが蔓延しています。
飯能市民７８，５０６人（８月１日現在）の中で陽性者は
昨日までで累計８，７６１人。１０人に１人の感染。引き
続き対策を十分取って頂きたいと思います。
　お盆休みを挟んだためお知らせが今になってしま
いましたが、地区大会９／２２参加申込締切が８／３１。
次週までにお知らせ頂きたいと思います。

【幹事報告】　　　　　　　　　　　　 神田副幹事
　第２回理事会議事録、９月のプログラムを配付。
中里（昌）パスト会長の卓話をお楽しみに。公式訪問
日は、１８名の方は１１：４５までに、一般会員は
１２：１５着席でお願いします。

【委員会報告】
◎前年度幹事　　　　　　　　　　　　　大野（康）君
「年次報告書」の校正をお帰りになるまでにお願い
致します。お忙しい中、申し訳ありません。
◎ロータリ財団委員会　　　　　　　　　　島田君
　本日、細田伴次郎パスト会長より特別寄付（５回目）
を頂戴しました（拍手）。

【出席報告】ＭＵなし・無届欠席１ 中里（忠）出席向上委員長

【ロータリーの友】　　　　　　　　 神田雑誌委員
　今年度の表紙は多彩な障がい者アート。今月号は
段ボールで作ったウクレレです。横組、ＲＩ会長は女
性会員を増やそうと言われています。世界では２５％
が女性会員。日本も３０％を達成しようとの事。また
今年度はＤＥＩ（多様性・公平性・包括性）をテーマに
増強して頂きたいとおっしゃっています。Ｐ１４、
国際大会の模様。縦組Ｐ４、えちごトキめき鉄道社
長（いすみ鉄道前社長）の鳥塚さんの講演記事。地域
の人が動いて行政を動かしてやっていく事が書かれ
ています。Ｐ９、山川富喜子さんは三重県・久居ＲＣ
のメンバーでデザイナー。パワフルに活動されてい
ます。是非ご一読ください。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・白井ガバナー補佐様、本日はリモート卓話よろし
　くお願い致します。　　　　　　　矢島高明会長
　　　　　馬場会長エレクト、森副会長、市川幹事
　　　　　　　　　　　　　　大﨑ＳＡＡ、小川君
本日計６，０００円、累計額１２８，０００円。
◎３１日例会当番は新井、天ヶ瀬会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　　　　　　　矢島会長
　Ｓ４４年、日高市生まれ。高麗小、高麗中、豊岡高校、
城西大学を卒業。Ｈ３年、白井運送（株）に入社。現在
代表取締役。高萩在住。２０１４年、ＲＣ入会。１９年、ク
ラブ会長。現在、ガバナー補佐としてこまめに連絡を
頂き、相談事もすぐに解決して下さいます。ＲＣの
ためにご尽力を賜れればと思っております。

　皆様こんにちは。残念ながら今日は会場に伺えず
申し訳ございません。補佐訪問の目的の一つである
クラブの帳票類の点検は日を改めてさせて頂ければ
と思っております。第３グループ内の各クラブから

「年度計画書」が計１１冊送られてきており、それだけ
は仕事の合間を見て、目を通させて頂きました。
　私はＳ４４年３月、日高市生まれの現在５３歳です。
大学１年の時に父が交通事故で突然亡くなったため
今の仕事を意識せざるを得なくなったのですが、当
時はまだ景気も良かったので大学には行かせてもら
いました。“まわり道”も出来ませんでしたが、結果
から考えますと、卒業と同時に会社に入ったのが良
かったのかなと思っております。
　日高の塚田吉郎さんに誘われて４５歳でＲＣに入
会しました。その５年位前に一度勧誘されましたが
その時は断りました。最初の３年位は何をしている
会なのかよく分からなかったのですが、出席だけは
７０～８０％こなしていました。日高の方たちはフ
レンドリーで、親睦会等でよく声をかけてもらい、
だんだん居心地が良くなって、いろんな役も任され
るようになりました。活動は１年で全部仕上げなけ
ればならないので結構大変なのですが、このＲＣの
しくみは自分の仕事をするに当たっても意外と役に
立っているのかなと感じます。会長や幹事をやる時
は特に集大成の如く感じるのですが、理事会で意見
を諮ったりした上で事を進めていくというところな
ど、ＲＣを通して勉強させて頂きました。
　地区の方では、入間の細渕さんから「会員増強が
１人空いてるからやってくれ」と誘われて委員にな
りました。飯能の中里（忠）さんにもいろいろ教えて
頂き、無事２年間を終えた次第です。
「ＲＣに入って良かったな」と思える事例の写真を
配付させて頂きました。
《米山奨学生を受け入れて》日高はここ１８年間、
奨学生の受け入れをしていませんでしたが、昨年
度、私が幹事の時、４月にエントリーして、５月に
中国からの奨学生・方婷婷（ホウテイテイ）さんを
受け入れました。日高ＲＣは人数は少ないのですが
幸い女性会員の比率が高いものですから、女性達に
お願いして、初めての例会に来る前にホウさんに気
持ちを和らげてもらうため、川越に行って親睦を図
りました。「時の鐘」前で撮った写真です。ホウさ
んと一緒に人力車に乗っている日高の李ジュンヒ会
員は、２０年前に日高ＲＣでお世話した米山奨学生
です。何かの縁もありまして、奨学生を受け入れて
クラブに新しい風を入れ、クラブが楽しくなってき
たなと思う写真です。
《東京中央新ＲＣ例会にて》私の会長年度、親睦旅
行に合わせて企画したＭＵツアーはコロナ禍で断念
してしまったのですが、その半年程前からＭＵに行
き、いろいろと企画をお願いしていました。このＲＣ
は会員がほぼ女性で、男性は６０人中６、７人という
特色があります。銀座のクラブのママがここの会員
で、クラブの存在を知りました。卓話に来て頂いたり
業界団体での講演をお願いした事もあります。ロー
タリーバッジの効用を肌で感じた出来事です。先は
長いですからこれからも楽しみにはしております。

　第３グループ１１クラブ
の中で入間、所沢に次いで

飯能は３番目に歴史のあるクラブ。５０周年記念誌
等を読ませて頂きましたが、大学や市との連携、各
種団体との協力の下、多彩なプログラムを遂行され
ているのがよく分かりました。髙橋会長に誘われて

「ロータリー奉仕デー」として飯能新緑ツーデーマー
チに参加出来た事も良かったと思っております。
　さて、地区からいくつかの連絡をさせて頂きま
す。年度の始まる前に地区内が混乱していて皆様に
不安を抱かせてしまいお詫び致します。村田年度も
体制を整えてスタートしました。
　地区からのお願いとして毎年言われるのがロータ
リー財団と米山記念奨学への寄付です。米山は寄付
金だけで成り立っている事業で、今年は４月から地
区で１６人の奨学生を受け入れています。奨学生を
受け入れるとクラプが活性化します。１６人だと３つ
に１つのクラブが世話クラブをやる確率なのですが
５０クラブあるので５０人の奨学生が居れば良いの
かなと勝手に思っています。そのためには今の３倍
の寄付金を集めなければならず、それも現実離れし
た事かとは思います。ただ、奨学金は毎月地区から
クラブに送られますし、例会で奨学生にそれを渡す
だけですから、受け入れにはお金も労力も負担はあ
りません。あとは先程の写真のように、どのような
コミュニケーションをとっても良い方に作用するも
のと思っております。クラブにとって良い事がどん
どん広がればと思っております。
　ロシアのウクライナ侵攻が長期化する中、グロー
バル補助金を使ってウクライナに何かしらの支援を
したいと村田ガバナーは言われていました。今、消
防車、救急車、さまざまな物が不足しています。世
界中で支援の輪が広がればと思っております。
　地区大会は９／２２（木）「帝国ホテル」で開催します。
感染対策はしっかりされていると思います。例年、
晩餐会は前日、会長幹事等に限られていたのですが
今回は村田ガバナーの思いで、会員、事務局と、多く
の方に地区大会を味わってもらいたいとの事です。
私の背景に移っているのが「孔雀の間」で、ここの
円卓で第１部から晩餐会までを行う予定です。
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したいと村田ガバナーは言われていました。今、消
防車、救急車、さまざまな物が不足しています。世
界中で支援の輪が広がればと思っております。
　地区大会は９／２２（木）「帝国ホテル」で開催します。
感染対策はしっかりされていると思います。例年、
晩餐会は前日、会長幹事等に限られていたのですが
今回は村田ガバナーの思いで、会員、事務局と、多く
の方に地区大会を味わってもらいたいとの事です。
私の背景に移っているのが「孔雀の間」で、ここの
円卓で第１部から晩餐会までを行う予定です。

国際ロータリー第２５７０地区 ２０２２－２０２３年度
第３グループガバナー補佐

ガバナー補佐リモート卓話

白井 威様（日高ＲＣ）

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

（ 月間テーマ　基本的教育と識字率向上月間 ）

細田（吉）君
本 間 君

永安寺君
福 島 君

［親睦活動］

［職業分類］

細田（伴）君
半 田 君

［クラブ戦略］

夜 間 例 会
点鐘１８時

例 会 取 消
（祝日週）

卓話「デザイナーと共に」

クラブ戦略計画委員長

クラブ戦略計画委員長

卓話「渋沢栄一の足跡を訪ねて」
中里昌平会員

中里昌平会員

【結婚・誕生日祝】【四つのテスト】

【ロータリーの友】


