
【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．

・黙　祷　元飯能ＲＣ会員・橋本茂様（９９歳）

　　　　　が８／２７早朝ご逝去されました。

・点　鐘　矢島高明会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・ビジター国際ロータリー 第２５７０地区

　　　　　２０２２－２３年度 ガバナー

　　　　　　村田貴紀様（２５７０パスポートＲＣ）

　　　　　地区幹事

　　　　　　日向秀一様（２５７０パスポートＲＣ）

・記念卓話　村田貴紀様

【会長報告】

◎矢島会長　村田ガバナー様

日向幹事様、日高ＲＣの皆様

ようこそお出で下さいまし

た。このように多くの会員皆

様方のご協力の下、開催出来

ます事に心より御礼申し上げ

ます。これから地区の諸事業

も目白押しとなって参りま

す。９／２２地区大会（帝国ホテル）では大会

決議案１０項目の審議、採択が行われます。

飯能から３名の選挙人を選出する決まりで、

私と幹事、ＳＡＡで登録致しました。９／１８

（紫雲閣）国際奉仕、ロータリー財団委員会

合同セミナー。伊澤、島田委員長、よろしく

お願いします。１０／２４の「世界ポリオデー」

に先立ち、地区で１０／１６秩父鉄道ＳＬパレ

オエクスプレスに乗ってポリオ根絶キャンペ

ーンを実施します。申込は先着順です。

◎鈴木会長（日高）　日高ＲＣ

には在籍年数の少ない会員も

多く、ガバナー訪問はＲＣ理

解の上で良い機会になるので

はないかと捉えております。

時代の変化への対応、コロナ

の蔓延、会員増強の難しさと

さまざまな心配をしながら頑

張っています。本日はガバナー様にはご指導

よろしくお願い致します。白井ガバナー補佐

は明日まで外出が出来ず、本日は欠席させて

頂いております。

【幹事報告】

◎市川幹事　村田ガバナーをお招きしての、

入会３年未満の会員との懇談会、先程終了致

しました。１４時～クラブ協議会、１５時頃終

了予定です。橋本茂様の葬儀日程：通夜４（日）

告別式５（月）飯能法要殿。聖望学園甲子園出

場への御礼のタオルをお持ち帰り下さい。地

区大会参加申込は本日中、幹事まで。

◎長谷川幹事（日高）　日高ＲＣは１３名で出

席させて頂きました。開催に当たり飯能ＲＣ

の会長幹事ＳＡＡ、副会長には大変お世話に

なりました。ヘリテイジの坂本社長様にも感

染対策でご配慮頂き有難うございます。公式

訪問が有意義な時間となりますよう祈念致し

まして報告とさせて頂きます。

◎村田ガバナー

より前島宏之会

員へ地区役員委

嘱状授与（拍手）

◎聖望学園甲子

　園出場支援会

　　（副会長）

　　　田辺会員

　飯能ＲＣ様、

また、多くの会

員皆様より多額

の支援寄付金を

頂きました。日高ＲＣ様からは例会出席者全

員より支援寄付金を頂きました。本当に有難

うございました。

　
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０　永安寺出席向上委員

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・聖望学園甲子園出場支援寄付金、有難うご

　ざいました。　　　　　　　　　　田辺君

・村田貴紀ガバナー様、本日はよろしくお願

　い致します。矢島会長、馬場会長エレクト

　　　　　森副会長、市川幹事、大﨑ＳＡＡ

本日計６，０００円、累計額１３４，０００円。

◎７日例会当番は永安寺、福島会員です。

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　矢島会長

　１９７１年生まれ、５１歳。埼玉県立福岡高等

学校をご卒業。「バレンツ（株）」代表取締役

社長。「プロモスジャパン（株）」（ノベルティ

企画制作）会長。国際Ａ級ライセンスのファ

イナンシャル・プランナーの資格を持ってお

られます。ご趣味は温泉めぐり、レース観戦。

２００９年、本庄南ＲＣに３８歳で入会。２０１４－

１５年度、本庄南ＲＣ幹事。２０１６－１７年度、ク

ラブ会長を務められました。地区では２０１７

～１９年度にロータリー財団部門補助金委員

会委員長、２０２０－２１年度に戦略計画委員会

委員、その後、委員長を務められました。

　先程、入会３年未満の懇談会というものを

行いました。本当にびっくりしたんですよ

ね。すごい人数です。公式訪問１７クラブ目

ですが、圧倒されました。１９名と日高さん

１名の２０名。これで１クラブ出来るのでは

ないのかなという位の会員増強。敬意を表し

たいと思います。

　公式訪問に当たり、会長幹事様、会員皆様

のご協力により、このような場を設営して頂

きました事、心より感謝を申し上げます。

　飯能ＲＣ様、日高ＲＣ様のクラブ計画書も

拝見させて頂きました。今日まで長きにわた

り、奉仕の理想の下、国際交流や青少年活

動、社会奉仕とさまざまな奉仕活動を通して

地域の質を高めて頂いており、歴代会長はじ

め会長の皆様方のご尽力に改めて心から敬意

を表すると共に深く感謝申し上げます。

　私は現在５１歳となります。入会して２年

目には「地区のロータリー財団に行きなさ

い」「何も分からなくてもとにかく全部出て

いればＲＣは分かるよ」と言われ、全てに参

加するところから始めてみました。

　２０１９－２０年度にガバナー補佐としてさま

ざまなクラブを回り、その時もグローバル補

助金を活用した、第４グループ１１クラブ合

同の台湾への人道的支援活動もやらせて頂き

ました。そこから毎年、台湾とタイに小児透

析器を寄贈したりしています。ずっと財団に

居たもので、グローバル補助金を活用して何

か出来ないかなという事で勉強しながらやら

させて頂いております。

　私が会長になった時、「これ読んでおけ」と

印刷物を渡されました。手続要覧もすごく厚

かった。全部で５冊位ありましたか。「会長

をやる前に読んでおくのは当たり前だ」とい

う事で。当時は今のような日本語訳の無いも

のもあったのです。だから辞書を引きながら

とか、先輩に聞きながらとか、そこに書き込

みながら覚えた事もございました。眠くなる

ような事ばかり書いてあったのを思い出しま

す。勉強した事が私自身をＲＣに嵌め込んで

いく事になるのですけれども、やはり、地区

の委員長とか補佐にしましても、会長、幹

事、全ての役職を得るごとにＲＣを理解出来

るように少しはなってきたかなと、私の中で

思っております。

　何度も辞めようと思った事はございまし

た。けれども、そのうちにどっぷり足が浸か

り込んで、抜

けないという

か、そういう

ところに入り

まして、私の

日常、４０代が

ＲＣそのもの

になってきた

かなというと

ころもござい

ます。

　今年度テー

マ「イマジン

ロータリー」。

「想像して下さい」というところがございます。

国際ロータリー（ＲＩ）会長のジョーンズ氏は

カナダ・オンタリオ州にあるウィンザー・ロー

ズランドＲＣの会員です。「メディア・スト

リート」創業者兼「ウィンザー大学」理事長。

ジョーンズ氏はよく言われます。「過去は想像

出来ません。未来を想像して下さい」と。

　国際協議会はノミニーの時からすごい研修

の量があるんですよね。時差があるので夜の

１時から３時とか。昼間からやって、また夜

やって、という研修が１０日間位続きました

かね。日常の時間配分がよく分からなくなっ

てきた時もありました。

　その研修を受けて、ＲＩの年次目標達成に

向け、私は地区スローガンを「地域と世界で

つながる力を磨き奉仕を実践しよう！」とさ

せて頂きました。ＲＩ会長は、大きな夢を抱

いて行動を起こす事をＲＣ会員に求めておら

れます。「私達には皆、夢があります。しかし、

そのために行動するかどうかを決めるのは私

達です」「想像して下さい」と、常にこの言葉

を入れてお話をされます。「私達がベストを

尽くせる世界を。私達は毎朝目覚める時、そ

の世界に変化をもたらせると知っています」

という事だそうでございます。

　ロゴはオースト

ラリアの先住民族

のグラフィックデ

ザイナー、リキ・

サラム氏のデザイ

ン。来年のメルボルン国際大会のロゴも同氏

によるものです。７つの点は人を表すと同時

にＲＣの７つの重点分野を表しております。

丸と点を一緒にすると航路を示す星、北斗七

星、私達の道標になります。ＲＩでは毎年度

ガバナーは同じジャケットを作っていて、昨

年度はグレーだったと思うのですが、ジョー

ンズ氏はエレクトの時から「同じジャケット

は作りません。公式行事で服装を整える際に

はこれらの色（紫・緑・白）のうち１色でも

良いので身に着けて頂きたい」と言われてい

ました。「イマジン　ロータリー」のテーマに

沿って、（１）ＤＥＩ／多様性、公平さ、インク

ルージョン（包括性）へのコミットメント（引

き受ける事）の強化、（２）みんなを温かく受け

入れるクラブづくり、（３）女児のエンパワメ

ント、（４）参加者基盤の拡大、の４つの会長

イニシアチブ（率先すべき事）に注力します。

「何をどのようにすれば？」との疑問が生じ

ますが、「ロータリーの目的」第１項には

「知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること」とあります。やはりＲＣは「親

睦」と「奉仕」でございます。先程の懇談会

でも「親睦」の部分のお話が出ました。１７ク

ラブを回らせて頂く中で、ロータリー歴５年

の会員さんから「一体ロータリーとは何なの

ですか」との質問がございました。「どうし

ようかな」と思いましたが、その会員さんに

よりますと、入会時「あなたは職業を代表し

て入会するのだからプライドをもって入会し

て欲しい」と言われた。しかし、一体そこで

何をするのか…。

　ロータリー情報委員会というものがござい

まして、私自身も「（ＲＣとは）あなたを磨く

場所だよ」という事は常々教わってきており

ます。しかし、会員になってから自分がやっ

てきた事と言いますと、５年ですと私自身も

クラブの例会に参加しまして、地区では勉強

させて頂いていたのですけれども、食事が終

わったら帰るだけ。「一体この『奉仕』はどこ

でやっているのか」と。もっと言えば「奉仕」

が何なのか分からない自分も居ました。

　これは多くの方々が同じ気持ちをもってい

らっしゃると思います。

　日本のＲＣもポール・ハリスのＲＣから始ま

りました。ポール・ハリスの、キリスト教の

「奉仕」するという意味合いに対し、日本の

奉仕、サービスがあり、米山梅吉氏もその辺

を日本のＲＣとしたらどのように解釈をする

かというところが強くございました。クラブ

における「親睦活動」と混同、誤解をして、

本来のＲＣの「親睦」という意味を理解して

いない方が大多数のように思う、という話が

ガバナー会、他の地区のガバナーとのお話の

中で最近ちょくちょく出るようになりまし

た。やはり、ＲＣの基盤は「親睦」（フェロー

シップ）と「奉仕」（サービス）にあって、この

両者を結びつけるものが、ＲＣの肝要だと、

創設者のポール・ハリスが申しております。

「奉仕」と「親睦」。この両者は直進をして両輪

なんですよね。「最初の動力伝達は親睦から」

という言葉も残しておられます。

　そのためにこの例会がございます。ここか

ら「親睦」が始まり、ここでＲＣを学び、それ

を「奉仕」に繋げていく、実践に繋げていくと

いうところがＲＣにあるのかなと私自身は感

じております。「親睦」は意義あるＲＣ活動

の原動力である事を再認識して頂けたらなと

思います。

　ポール・ハリスの言葉をもう一つ紹介させ

て頂きます。「親睦はこのロータリーの雰囲気

の中でますます深まる。ロータリーでは形式

や気取りを去り、身分や地位に関係なく、対

等の立場で交わるからである」。私も「ロー

タリーはフラットだよ」というのは常々勉強

させて頂いております。

　これだけの人数が入ったのはうちの地区の

中でも飯能さんだけです。大変本当に素晴ら

しいという事で、これからの公式訪問でもお

話をさせて頂きたいと思っております。

　私達は皆、違う道を歩んでＲＣの一員となっ

ております。父親がロータリアンだったから

入会した人も居ます。仕事で言われて入った

方も居ます。何かやりたいから自分を入れて

下さいという人もいらっしゃいます。私自身

も、うちの大叔父がこの地区でガバナーをや

らせて頂いていたというご縁がありました。

皆さん何かしら縁があって会員になっておら

れます。

　ここに、一つだけ、共通する入会理由があ

るそうなのです。私も知らなかったのですが

ほかで教わってきました。皆さん共通される

のが「招待されたから」なのです。「招待状」

を受け取ったんですよね。「入会届」ではなく

て「あなたを招待したい」という事で皆さん

「招待状」を受け取りました。そして今度は会

員増強で、自分達が「ＲＣに入って良かっ

た」と、この「招待状」を渡しているのです。

自分が貰った「招待状」をまた、この人にも

機会を与えてあげよう、というところを実践

されている。大変素晴らしい事ではないかと

思います。

　今年度はちょうど規定審議会の年度でござ

います。１つ、クラブにとって必要なところ

をご紹介させて頂きたいと思います。後々、

地区から規定審議会の決定報告書というもの

がクラブに送られると思いますので、必要な

ところは見て頂きたいと思います。

「人頭分担金」今年度は３５ドル５０セント。

２０２４－２５年度は３９ドル２５セント。２０２５－

２６年度は４１ドルに決まりました。規定審議会

によって改正されるまで変更はされません。

 日本のＲＣの会員数の現状をお話させて頂

きたいと思います。最多の時は何年かご存知

ですか。１９９６年で、１２９，５６８人でした。

最少の時は２０１３年、８６，４６２人。３３％減

です。２０１９年６月、８７，５４４人。前年から

マイナス２６３人。２０２０年６月、８５，２４３人。

２，３０１人減。当地区が７月末で１，５７０人です

から１年で１地区が無くなってしまった数で

す。コロナ禍というところもあるのでしょう

けれども本当にびっくりしました。

　さらに、２０２１年６月は８３，３９２人です。

先程「最少」は２０１３年だと申しましたが、

調べていきますと最少は２０２１年という事に

なります。

「最多」だった１９９６年１２９，５６８人から２０２１

年には８３，３９２人という数字になっておりま

す。このまま会員数が増えなかったとしたら

２０６０年には「０」です。増えないという事は

無いと思っておりますが、本気でもっと力を

入れていかなければならないのかなと思って

おります。

　ですからＲＩは「想像して下さい」クラブ

の５年後、１０年後、もしくは１５年後を、

という事なのです。これだけの会員増強をさ

れている飯能さんの前で大変恐縮なのですけ

れども、クラブ会員は増えていますか。時代

に即した魅力あるクラブになっているでしょ

うか。そのためにクラブには「戦略計画」や

「未来計画」を是非立てて頂きたいなと思って

おります。

　あとは、地域内の他団体とも繋がり、奉仕

を是非とも実践をして頂きたい。人道的支援

活動を実践するためにロータリー財団を活用

したりとか、さまざまなＲＣの制度を活用し

て、地域社会、さらには世界との繋がりをもっ

て、ＲＣの目的である「知り合いを広めること

によって奉仕の機会とすること」から、是非

とも実践をして頂きたいなと思います。

　今年度、飯能ＲＣさん、日高ＲＣさんのお力

がすごく必要です。ＲＩの年次目標達成に向

けて是非ともお力を貸して頂ければなと思っ

ております。

　最後に一つ、元ＲＩ理事の言葉をご紹介し

て終わらせて頂きたいと思います。

「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕

なし、奉仕なくして感動なし」。このように言

われました。ここにＲＣの醍醐味があると思

います。出席の必要性、その中での親睦の必

要性。そこに感動があるからこそ皆さんＲＣ

に居られるのかと思っております。「ロータ

リーモーメント」（心に残るロータリーの体

験）を是非とも例会でお話をして頂きたい、と

いうところがＲＩではございます。

　今、２８分位ですか。「ＲＣは時間を守れ」

という事が鉄則でございます。

　この言葉を最後に致しまして、公式訪問の

卓話を終わらせて頂きます。一年間よろしく

お願い致します。有難うございました。

・閉会点鐘　鈴木会長（日高）

会員増強推進月間

当 番 新井君、天ヶ瀬君

第 例会

矢 島 高 明 市　　　川　　　　　昭

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

天　候 曇

会　長 幹　事

例会日 水曜日（12:30～13:30）

FAX
事務局：飯能商工会議所内
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・ソング　君が代　奉仕の理想

・ビジター国際ロータリー 第２５７０地区

　　　　　２０２２－２３年度 ガバナー

　　　　　　村田貴紀様（２５７０パスポートＲＣ）

　　　　　地区幹事

　　　　　　日向秀一様（２５７０パスポートＲＣ）

・記念卓話　村田貴紀様

【会長報告】

◎矢島会長　村田ガバナー様

日向幹事様、日高ＲＣの皆様

ようこそお出で下さいまし

た。このように多くの会員皆

様方のご協力の下、開催出来

ます事に心より御礼申し上げ

ます。これから地区の諸事業

も目白押しとなって参りま

す。９／２２地区大会（帝国ホテル）では大会

決議案１０項目の審議、採択が行われます。

飯能から３名の選挙人を選出する決まりで、

私と幹事、ＳＡＡで登録致しました。９／１８

（紫雲閣）国際奉仕、ロータリー財団委員会

合同セミナー。伊澤、島田委員長、よろしく

お願いします。１０／２４の「世界ポリオデー」

に先立ち、地区で１０／１６秩父鉄道ＳＬパレ

オエクスプレスに乗ってポリオ根絶キャンペ

ーンを実施します。申込は先着順です。

◎鈴木会長（日高）　日高ＲＣ

には在籍年数の少ない会員も

多く、ガバナー訪問はＲＣ理

解の上で良い機会になるので

はないかと捉えております。

時代の変化への対応、コロナ

の蔓延、会員増強の難しさと

さまざまな心配をしながら頑

張っています。本日はガバナー様にはご指導

よろしくお願い致します。白井ガバナー補佐

は明日まで外出が出来ず、本日は欠席させて

頂いております。

【幹事報告】

◎市川幹事　村田ガバナーをお招きしての、

入会３年未満の会員との懇談会、先程終了致

しました。１４時～クラブ協議会、１５時頃終

了予定です。橋本茂様の葬儀日程：通夜４（日）

告別式５（月）飯能法要殿。聖望学園甲子園出

場への御礼のタオルをお持ち帰り下さい。地

区大会参加申込は本日中、幹事まで。

◎長谷川幹事（日高）　日高ＲＣは１３名で出

席させて頂きました。開催に当たり飯能ＲＣ

の会長幹事ＳＡＡ、副会長には大変お世話に

なりました。ヘリテイジの坂本社長様にも感

染対策でご配慮頂き有難うございます。公式

訪問が有意義な時間となりますよう祈念致し

まして報告とさせて頂きます。

◎村田ガバナー

より前島宏之会

員へ地区役員委

嘱状授与（拍手）

◎聖望学園甲子

　園出場支援会

　　（副会長）

　　　田辺会員

　飯能ＲＣ様、

また、多くの会

員皆様より多額

の支援寄付金を

頂きました。日高ＲＣ様からは例会出席者全

員より支援寄付金を頂きました。本当に有難

うございました。

　
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０　永安寺出席向上委員

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・聖望学園甲子園出場支援寄付金、有難うご

　ざいました。　　　　　　　　　　田辺君

・村田貴紀ガバナー様、本日はよろしくお願

　い致します。矢島会長、馬場会長エレクト

　　　　　森副会長、市川幹事、大﨑ＳＡＡ

本日計６，０００円、累計額１３４，０００円。

◎７日例会当番は永安寺、福島会員です。

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　矢島会長

　１９７１年生まれ、５１歳。埼玉県立福岡高等

学校をご卒業。「バレンツ（株）」代表取締役

社長。「プロモスジャパン（株）」（ノベルティ

企画制作）会長。国際Ａ級ライセンスのファ

イナンシャル・プランナーの資格を持ってお

られます。ご趣味は温泉めぐり、レース観戦。

２００９年、本庄南ＲＣに３８歳で入会。２０１４－

１５年度、本庄南ＲＣ幹事。２０１６－１７年度、ク

ラブ会長を務められました。地区では２０１７

～１９年度にロータリー財団部門補助金委員

会委員長、２０２０－２１年度に戦略計画委員会

委員、その後、委員長を務められました。

　先程、入会３年未満の懇談会というものを

行いました。本当にびっくりしたんですよ

ね。すごい人数です。公式訪問１７クラブ目

ですが、圧倒されました。１９名と日高さん

１名の２０名。これで１クラブ出来るのでは

ないのかなという位の会員増強。敬意を表し

たいと思います。

　公式訪問に当たり、会長幹事様、会員皆様

のご協力により、このような場を設営して頂

きました事、心より感謝を申し上げます。

　飯能ＲＣ様、日高ＲＣ様のクラブ計画書も

拝見させて頂きました。今日まで長きにわた

り、奉仕の理想の下、国際交流や青少年活

動、社会奉仕とさまざまな奉仕活動を通して

地域の質を高めて頂いており、歴代会長はじ

め会長の皆様方のご尽力に改めて心から敬意

を表すると共に深く感謝申し上げます。

　私は現在５１歳となります。入会して２年

目には「地区のロータリー財団に行きなさ

い」「何も分からなくてもとにかく全部出て

いればＲＣは分かるよ」と言われ、全てに参

加するところから始めてみました。

　２０１９－２０年度にガバナー補佐としてさま

ざまなクラブを回り、その時もグローバル補

助金を活用した、第４グループ１１クラブ合

同の台湾への人道的支援活動もやらせて頂き

ました。そこから毎年、台湾とタイに小児透

析器を寄贈したりしています。ずっと財団に

居たもので、グローバル補助金を活用して何

か出来ないかなという事で勉強しながらやら

させて頂いております。

　私が会長になった時、「これ読んでおけ」と

印刷物を渡されました。手続要覧もすごく厚

かった。全部で５冊位ありましたか。「会長

をやる前に読んでおくのは当たり前だ」とい

う事で。当時は今のような日本語訳の無いも

のもあったのです。だから辞書を引きながら

とか、先輩に聞きながらとか、そこに書き込

みながら覚えた事もございました。眠くなる

ような事ばかり書いてあったのを思い出しま

す。勉強した事が私自身をＲＣに嵌め込んで

いく事になるのですけれども、やはり、地区

の委員長とか補佐にしましても、会長、幹

事、全ての役職を得るごとにＲＣを理解出来

るように少しはなってきたかなと、私の中で

思っております。

　何度も辞めようと思った事はございまし

た。けれども、そのうちにどっぷり足が浸か

り込んで、抜

けないという

か、そういう

ところに入り

まして、私の

日常、４０代が

ＲＣそのもの

になってきた

かなというと

ころもござい

ます。

　今年度テー

マ「イマジン

ロータリー」。

「想像して下さい」というところがございます。

国際ロータリー（ＲＩ）会長のジョーンズ氏は

カナダ・オンタリオ州にあるウィンザー・ロー

ズランドＲＣの会員です。「メディア・スト

リート」創業者兼「ウィンザー大学」理事長。

ジョーンズ氏はよく言われます。「過去は想像

出来ません。未来を想像して下さい」と。

　国際協議会はノミニーの時からすごい研修

の量があるんですよね。時差があるので夜の

１時から３時とか。昼間からやって、また夜

やって、という研修が１０日間位続きました

かね。日常の時間配分がよく分からなくなっ

てきた時もありました。

　その研修を受けて、ＲＩの年次目標達成に

向け、私は地区スローガンを「地域と世界で

つながる力を磨き奉仕を実践しよう！」とさ

せて頂きました。ＲＩ会長は、大きな夢を抱

いて行動を起こす事をＲＣ会員に求めておら

れます。「私達には皆、夢があります。しかし、

そのために行動するかどうかを決めるのは私

達です」「想像して下さい」と、常にこの言葉

を入れてお話をされます。「私達がベストを

尽くせる世界を。私達は毎朝目覚める時、そ

の世界に変化をもたらせると知っています」

という事だそうでございます。

　ロゴはオースト

ラリアの先住民族

のグラフィックデ

ザイナー、リキ・

サラム氏のデザイ

ン。来年のメルボルン国際大会のロゴも同氏

によるものです。７つの点は人を表すと同時

にＲＣの７つの重点分野を表しております。

丸と点を一緒にすると航路を示す星、北斗七

星、私達の道標になります。ＲＩでは毎年度

ガバナーは同じジャケットを作っていて、昨

年度はグレーだったと思うのですが、ジョー

ンズ氏はエレクトの時から「同じジャケット

は作りません。公式行事で服装を整える際に

はこれらの色（紫・緑・白）のうち１色でも

良いので身に着けて頂きたい」と言われてい

ました。「イマジン　ロータリー」のテーマに

沿って、（１）ＤＥＩ／多様性、公平さ、インク

ルージョン（包括性）へのコミットメント（引

き受ける事）の強化、（２）みんなを温かく受け

入れるクラブづくり、（３）女児のエンパワメ

ント、（４）参加者基盤の拡大、の４つの会長

イニシアチブ（率先すべき事）に注力します。

「何をどのようにすれば？」との疑問が生じ

ますが、「ロータリーの目的」第１項には

「知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること」とあります。やはりＲＣは「親

睦」と「奉仕」でございます。先程の懇談会

でも「親睦」の部分のお話が出ました。１７ク

ラブを回らせて頂く中で、ロータリー歴５年

の会員さんから「一体ロータリーとは何なの

ですか」との質問がございました。「どうし

ようかな」と思いましたが、その会員さんに

よりますと、入会時「あなたは職業を代表し

て入会するのだからプライドをもって入会し

て欲しい」と言われた。しかし、一体そこで

何をするのか…。

　ロータリー情報委員会というものがござい

まして、私自身も「（ＲＣとは）あなたを磨く

場所だよ」という事は常々教わってきており

ます。しかし、会員になってから自分がやっ

てきた事と言いますと、５年ですと私自身も

クラブの例会に参加しまして、地区では勉強

させて頂いていたのですけれども、食事が終

わったら帰るだけ。「一体この『奉仕』はどこ

でやっているのか」と。もっと言えば「奉仕」

が何なのか分からない自分も居ました。

　これは多くの方々が同じ気持ちをもってい

らっしゃると思います。

　日本のＲＣもポール・ハリスのＲＣから始ま

りました。ポール・ハリスの、キリスト教の

「奉仕」するという意味合いに対し、日本の

奉仕、サービスがあり、米山梅吉氏もその辺

を日本のＲＣとしたらどのように解釈をする

かというところが強くございました。クラブ

における「親睦活動」と混同、誤解をして、

本来のＲＣの「親睦」という意味を理解して

いない方が大多数のように思う、という話が

ガバナー会、他の地区のガバナーとのお話の

中で最近ちょくちょく出るようになりまし

た。やはり、ＲＣの基盤は「親睦」（フェロー

シップ）と「奉仕」（サービス）にあって、この

両者を結びつけるものが、ＲＣの肝要だと、

創設者のポール・ハリスが申しております。

「奉仕」と「親睦」。この両者は直進をして両輪

なんですよね。「最初の動力伝達は親睦から」

という言葉も残しておられます。

　そのためにこの例会がございます。ここか

ら「親睦」が始まり、ここでＲＣを学び、それ

を「奉仕」に繋げていく、実践に繋げていくと

いうところがＲＣにあるのかなと私自身は感

じております。「親睦」は意義あるＲＣ活動

の原動力である事を再認識して頂けたらなと

思います。

　ポール・ハリスの言葉をもう一つ紹介させ

て頂きます。「親睦はこのロータリーの雰囲気

の中でますます深まる。ロータリーでは形式

や気取りを去り、身分や地位に関係なく、対

等の立場で交わるからである」。私も「ロー

タリーはフラットだよ」というのは常々勉強

させて頂いております。

　これだけの人数が入ったのはうちの地区の

中でも飯能さんだけです。大変本当に素晴ら

しいという事で、これからの公式訪問でもお

話をさせて頂きたいと思っております。

　私達は皆、違う道を歩んでＲＣの一員となっ

ております。父親がロータリアンだったから

入会した人も居ます。仕事で言われて入った

方も居ます。何かやりたいから自分を入れて

下さいという人もいらっしゃいます。私自身

も、うちの大叔父がこの地区でガバナーをや

らせて頂いていたというご縁がありました。

皆さん何かしら縁があって会員になっておら

れます。

　ここに、一つだけ、共通する入会理由があ

るそうなのです。私も知らなかったのですが

ほかで教わってきました。皆さん共通される

のが「招待されたから」なのです。「招待状」

を受け取ったんですよね。「入会届」ではなく

て「あなたを招待したい」という事で皆さん

「招待状」を受け取りました。そして今度は会

員増強で、自分達が「ＲＣに入って良かっ

た」と、この「招待状」を渡しているのです。

自分が貰った「招待状」をまた、この人にも

機会を与えてあげよう、というところを実践

されている。大変素晴らしい事ではないかと

思います。

　今年度はちょうど規定審議会の年度でござ

います。１つ、クラブにとって必要なところ

をご紹介させて頂きたいと思います。後々、

地区から規定審議会の決定報告書というもの

がクラブに送られると思いますので、必要な

ところは見て頂きたいと思います。

「人頭分担金」今年度は３５ドル５０セント。

２０２４－２５年度は３９ドル２５セント。２０２５－

２６年度は４１ドルに決まりました。規定審議会

によって改正されるまで変更はされません。

 日本のＲＣの会員数の現状をお話させて頂

きたいと思います。最多の時は何年かご存知

ですか。１９９６年で、１２９，５６８人でした。

最少の時は２０１３年、８６，４６２人。３３％減

です。２０１９年６月、８７，５４４人。前年から

マイナス２６３人。２０２０年６月、８５，２４３人。

２，３０１人減。当地区が７月末で１，５７０人です

から１年で１地区が無くなってしまった数で

す。コロナ禍というところもあるのでしょう

けれども本当にびっくりしました。

　さらに、２０２１年６月は８３，３９２人です。

先程「最少」は２０１３年だと申しましたが、

調べていきますと最少は２０２１年という事に

なります。

「最多」だった１９９６年１２９，５６８人から２０２１

年には８３，３９２人という数字になっておりま

す。このまま会員数が増えなかったとしたら

２０６０年には「０」です。増えないという事は

無いと思っておりますが、本気でもっと力を

入れていかなければならないのかなと思って

おります。

　ですからＲＩは「想像して下さい」クラブ

の５年後、１０年後、もしくは１５年後を、

という事なのです。これだけの会員増強をさ

れている飯能さんの前で大変恐縮なのですけ

れども、クラブ会員は増えていますか。時代

に即した魅力あるクラブになっているでしょ

うか。そのためにクラブには「戦略計画」や

「未来計画」を是非立てて頂きたいなと思って

おります。

　あとは、地域内の他団体とも繋がり、奉仕

を是非とも実践をして頂きたい。人道的支援

活動を実践するためにロータリー財団を活用

したりとか、さまざまなＲＣの制度を活用し

て、地域社会、さらには世界との繋がりをもっ

て、ＲＣの目的である「知り合いを広めること

によって奉仕の機会とすること」から、是非

とも実践をして頂きたいなと思います。

　今年度、飯能ＲＣさん、日高ＲＣさんのお力

がすごく必要です。ＲＩの年次目標達成に向

けて是非ともお力を貸して頂ければなと思っ

ております。

　最後に一つ、元ＲＩ理事の言葉をご紹介し

て終わらせて頂きたいと思います。

「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕

なし、奉仕なくして感動なし」。このように言

われました。ここにＲＣの醍醐味があると思

います。出席の必要性、その中での親睦の必

要性。そこに感動があるからこそ皆さんＲＣ

に居られるのかと思っております。「ロータ

リーモーメント」（心に残るロータリーの体

験）を是非とも例会でお話をして頂きたい、と

いうところがＲＩではございます。

　今、２８分位ですか。「ＲＣは時間を守れ」

という事が鉄則でございます。

　この言葉を最後に致しまして、公式訪問の

卓話を終わらせて頂きます。一年間よろしく

お願い致します。有難うございました。

・閉会点鐘　鈴木会長（日高）

村 田 貴 紀 様

国際ロータリー ガバナー

ガバナー公式訪問例会 記念卓話

会　員　数 当　　日

出席数対  象全　数 出席率

入会３年未満の会員との懇談会



【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．

・黙　祷　元飯能ＲＣ会員・橋本茂様（９９歳）

　　　　　が８／２７早朝ご逝去されました。

・点　鐘　矢島高明会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・ビジター国際ロータリー 第２５７０地区

　　　　　２０２２－２３年度 ガバナー

　　　　　　村田貴紀様（２５７０パスポートＲＣ）

　　　　　地区幹事

　　　　　　日向秀一様（２５７０パスポートＲＣ）

・記念卓話　村田貴紀様

【会長報告】

◎矢島会長　村田ガバナー様

日向幹事様、日高ＲＣの皆様

ようこそお出で下さいまし

た。このように多くの会員皆

様方のご協力の下、開催出来

ます事に心より御礼申し上げ

ます。これから地区の諸事業

も目白押しとなって参りま

す。９／２２地区大会（帝国ホテル）では大会

決議案１０項目の審議、採択が行われます。

飯能から３名の選挙人を選出する決まりで、

私と幹事、ＳＡＡで登録致しました。９／１８

（紫雲閣）国際奉仕、ロータリー財団委員会

合同セミナー。伊澤、島田委員長、よろしく

お願いします。１０／２４の「世界ポリオデー」

に先立ち、地区で１０／１６秩父鉄道ＳＬパレ

オエクスプレスに乗ってポリオ根絶キャンペ

ーンを実施します。申込は先着順です。

◎鈴木会長（日高）　日高ＲＣ

には在籍年数の少ない会員も

多く、ガバナー訪問はＲＣ理

解の上で良い機会になるので

はないかと捉えております。

時代の変化への対応、コロナ

の蔓延、会員増強の難しさと

さまざまな心配をしながら頑

張っています。本日はガバナー様にはご指導

よろしくお願い致します。白井ガバナー補佐

は明日まで外出が出来ず、本日は欠席させて

頂いております。

【幹事報告】

◎市川幹事　村田ガバナーをお招きしての、

入会３年未満の会員との懇談会、先程終了致

しました。１４時～クラブ協議会、１５時頃終

了予定です。橋本茂様の葬儀日程：通夜４（日）

告別式５（月）飯能法要殿。聖望学園甲子園出

場への御礼のタオルをお持ち帰り下さい。地

区大会参加申込は本日中、幹事まで。

◎長谷川幹事（日高）　日高ＲＣは１３名で出

席させて頂きました。開催に当たり飯能ＲＣ

の会長幹事ＳＡＡ、副会長には大変お世話に

なりました。ヘリテイジの坂本社長様にも感

染対策でご配慮頂き有難うございます。公式

訪問が有意義な時間となりますよう祈念致し

まして報告とさせて頂きます。

◎村田ガバナー

より前島宏之会

員へ地区役員委

嘱状授与（拍手）

◎聖望学園甲子

　園出場支援会

　　（副会長）

　　　田辺会員

　飯能ＲＣ様、

また、多くの会

員皆様より多額

の支援寄付金を

頂きました。日高ＲＣ様からは例会出席者全

員より支援寄付金を頂きました。本当に有難

うございました。

　
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０　永安寺出席向上委員

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・聖望学園甲子園出場支援寄付金、有難うご

　ざいました。　　　　　　　　　　田辺君

・村田貴紀ガバナー様、本日はよろしくお願

　い致します。矢島会長、馬場会長エレクト

　　　　　森副会長、市川幹事、大﨑ＳＡＡ

本日計６，０００円、累計額１３４，０００円。

◎７日例会当番は永安寺、福島会員です。

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　矢島会長

　１９７１年生まれ、５１歳。埼玉県立福岡高等

学校をご卒業。「バレンツ（株）」代表取締役

社長。「プロモスジャパン（株）」（ノベルティ

企画制作）会長。国際Ａ級ライセンスのファ

イナンシャル・プランナーの資格を持ってお

られます。ご趣味は温泉めぐり、レース観戦。

２００９年、本庄南ＲＣに３８歳で入会。２０１４－

１５年度、本庄南ＲＣ幹事。２０１６－１７年度、ク

ラブ会長を務められました。地区では２０１７

～１９年度にロータリー財団部門補助金委員

会委員長、２０２０－２１年度に戦略計画委員会

委員、その後、委員長を務められました。

　先程、入会３年未満の懇談会というものを

行いました。本当にびっくりしたんですよ

ね。すごい人数です。公式訪問１７クラブ目

ですが、圧倒されました。１９名と日高さん

１名の２０名。これで１クラブ出来るのでは

ないのかなという位の会員増強。敬意を表し

たいと思います。

　公式訪問に当たり、会長幹事様、会員皆様

のご協力により、このような場を設営して頂

きました事、心より感謝を申し上げます。

　飯能ＲＣ様、日高ＲＣ様のクラブ計画書も

拝見させて頂きました。今日まで長きにわた

り、奉仕の理想の下、国際交流や青少年活

動、社会奉仕とさまざまな奉仕活動を通して

地域の質を高めて頂いており、歴代会長はじ

め会長の皆様方のご尽力に改めて心から敬意

を表すると共に深く感謝申し上げます。

　私は現在５１歳となります。入会して２年

目には「地区のロータリー財団に行きなさ

い」「何も分からなくてもとにかく全部出て

いればＲＣは分かるよ」と言われ、全てに参

加するところから始めてみました。

　２０１９－２０年度にガバナー補佐としてさま

ざまなクラブを回り、その時もグローバル補

助金を活用した、第４グループ１１クラブ合

同の台湾への人道的支援活動もやらせて頂き

ました。そこから毎年、台湾とタイに小児透

析器を寄贈したりしています。ずっと財団に

居たもので、グローバル補助金を活用して何

か出来ないかなという事で勉強しながらやら

させて頂いております。

　私が会長になった時、「これ読んでおけ」と

印刷物を渡されました。手続要覧もすごく厚

かった。全部で５冊位ありましたか。「会長

をやる前に読んでおくのは当たり前だ」とい

う事で。当時は今のような日本語訳の無いも

のもあったのです。だから辞書を引きながら

とか、先輩に聞きながらとか、そこに書き込

みながら覚えた事もございました。眠くなる

ような事ばかり書いてあったのを思い出しま

す。勉強した事が私自身をＲＣに嵌め込んで

いく事になるのですけれども、やはり、地区

の委員長とか補佐にしましても、会長、幹

事、全ての役職を得るごとにＲＣを理解出来

るように少しはなってきたかなと、私の中で

思っております。

　何度も辞めようと思った事はございまし

た。けれども、そのうちにどっぷり足が浸か

り込んで、抜

けないという

か、そういう

ところに入り

まして、私の

日常、４０代が

ＲＣそのもの

になってきた

かなというと

ころもござい

ます。

　今年度テー

マ「イマジン

ロータリー」。

「想像して下さい」というところがございます。

国際ロータリー（ＲＩ）会長のジョーンズ氏は

カナダ・オンタリオ州にあるウィンザー・ロー

ズランドＲＣの会員です。「メディア・スト

リート」創業者兼「ウィンザー大学」理事長。

ジョーンズ氏はよく言われます。「過去は想像

出来ません。未来を想像して下さい」と。

　国際協議会はノミニーの時からすごい研修

の量があるんですよね。時差があるので夜の

１時から３時とか。昼間からやって、また夜

やって、という研修が１０日間位続きました

かね。日常の時間配分がよく分からなくなっ

てきた時もありました。

　その研修を受けて、ＲＩの年次目標達成に

向け、私は地区スローガンを「地域と世界で

つながる力を磨き奉仕を実践しよう！」とさ

せて頂きました。ＲＩ会長は、大きな夢を抱

いて行動を起こす事をＲＣ会員に求めておら

れます。「私達には皆、夢があります。しかし、

そのために行動するかどうかを決めるのは私

達です」「想像して下さい」と、常にこの言葉

を入れてお話をされます。「私達がベストを

尽くせる世界を。私達は毎朝目覚める時、そ

の世界に変化をもたらせると知っています」

という事だそうでございます。

　ロゴはオースト

ラリアの先住民族

のグラフィックデ

ザイナー、リキ・

サラム氏のデザイ

ン。来年のメルボルン国際大会のロゴも同氏

によるものです。７つの点は人を表すと同時

にＲＣの７つの重点分野を表しております。

丸と点を一緒にすると航路を示す星、北斗七

星、私達の道標になります。ＲＩでは毎年度

ガバナーは同じジャケットを作っていて、昨

年度はグレーだったと思うのですが、ジョー

ンズ氏はエレクトの時から「同じジャケット

は作りません。公式行事で服装を整える際に

はこれらの色（紫・緑・白）のうち１色でも

良いので身に着けて頂きたい」と言われてい

ました。「イマジン　ロータリー」のテーマに

沿って、（１）ＤＥＩ／多様性、公平さ、インク

ルージョン（包括性）へのコミットメント（引

き受ける事）の強化、（２）みんなを温かく受け

入れるクラブづくり、（３）女児のエンパワメ

ント、（４）参加者基盤の拡大、の４つの会長

イニシアチブ（率先すべき事）に注力します。

「何をどのようにすれば？」との疑問が生じ

ますが、「ロータリーの目的」第１項には

「知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること」とあります。やはりＲＣは「親

睦」と「奉仕」でございます。先程の懇談会

でも「親睦」の部分のお話が出ました。１７ク

ラブを回らせて頂く中で、ロータリー歴５年

の会員さんから「一体ロータリーとは何なの

ですか」との質問がございました。「どうし

ようかな」と思いましたが、その会員さんに

よりますと、入会時「あなたは職業を代表し

て入会するのだからプライドをもって入会し

て欲しい」と言われた。しかし、一体そこで

何をするのか…。

　ロータリー情報委員会というものがござい

まして、私自身も「（ＲＣとは）あなたを磨く

場所だよ」という事は常々教わってきており

ます。しかし、会員になってから自分がやっ

てきた事と言いますと、５年ですと私自身も

クラブの例会に参加しまして、地区では勉強

させて頂いていたのですけれども、食事が終

わったら帰るだけ。「一体この『奉仕』はどこ

でやっているのか」と。もっと言えば「奉仕」

が何なのか分からない自分も居ました。

　これは多くの方々が同じ気持ちをもってい

らっしゃると思います。

　日本のＲＣもポール・ハリスのＲＣから始ま

りました。ポール・ハリスの、キリスト教の

「奉仕」するという意味合いに対し、日本の

奉仕、サービスがあり、米山梅吉氏もその辺

を日本のＲＣとしたらどのように解釈をする

かというところが強くございました。クラブ

における「親睦活動」と混同、誤解をして、

本来のＲＣの「親睦」という意味を理解して

いない方が大多数のように思う、という話が

ガバナー会、他の地区のガバナーとのお話の

中で最近ちょくちょく出るようになりまし

た。やはり、ＲＣの基盤は「親睦」（フェロー

シップ）と「奉仕」（サービス）にあって、この

両者を結びつけるものが、ＲＣの肝要だと、

創設者のポール・ハリスが申しております。

「奉仕」と「親睦」。この両者は直進をして両輪

なんですよね。「最初の動力伝達は親睦から」

という言葉も残しておられます。

　そのためにこの例会がございます。ここか

ら「親睦」が始まり、ここでＲＣを学び、それ

を「奉仕」に繋げていく、実践に繋げていくと

いうところがＲＣにあるのかなと私自身は感

じております。「親睦」は意義あるＲＣ活動

の原動力である事を再認識して頂けたらなと

思います。

　ポール・ハリスの言葉をもう一つ紹介させ

て頂きます。「親睦はこのロータリーの雰囲気

の中でますます深まる。ロータリーでは形式

や気取りを去り、身分や地位に関係なく、対

等の立場で交わるからである」。私も「ロー

タリーはフラットだよ」というのは常々勉強

させて頂いております。

　これだけの人数が入ったのはうちの地区の

中でも飯能さんだけです。大変本当に素晴ら

しいという事で、これからの公式訪問でもお

話をさせて頂きたいと思っております。

　私達は皆、違う道を歩んでＲＣの一員となっ

ております。父親がロータリアンだったから

入会した人も居ます。仕事で言われて入った

方も居ます。何かやりたいから自分を入れて

下さいという人もいらっしゃいます。私自身

も、うちの大叔父がこの地区でガバナーをや

らせて頂いていたというご縁がありました。

皆さん何かしら縁があって会員になっておら

れます。

　ここに、一つだけ、共通する入会理由があ

るそうなのです。私も知らなかったのですが

ほかで教わってきました。皆さん共通される

のが「招待されたから」なのです。「招待状」

を受け取ったんですよね。「入会届」ではなく

て「あなたを招待したい」という事で皆さん

「招待状」を受け取りました。そして今度は会

員増強で、自分達が「ＲＣに入って良かっ

た」と、この「招待状」を渡しているのです。

自分が貰った「招待状」をまた、この人にも

機会を与えてあげよう、というところを実践

されている。大変素晴らしい事ではないかと

思います。

　今年度はちょうど規定審議会の年度でござ

います。１つ、クラブにとって必要なところ

をご紹介させて頂きたいと思います。後々、

地区から規定審議会の決定報告書というもの

がクラブに送られると思いますので、必要な

ところは見て頂きたいと思います。

「人頭分担金」今年度は３５ドル５０セント。

２０２４－２５年度は３９ドル２５セント。２０２５－

２６年度は４１ドルに決まりました。規定審議会

によって改正されるまで変更はされません。

 日本のＲＣの会員数の現状をお話させて頂

きたいと思います。最多の時は何年かご存知

ですか。１９９６年で、１２９，５６８人でした。

最少の時は２０１３年、８６，４６２人。３３％減

です。２０１９年６月、８７，５４４人。前年から

マイナス２６３人。２０２０年６月、８５，２４３人。

２，３０１人減。当地区が７月末で１，５７０人です

から１年で１地区が無くなってしまった数で

す。コロナ禍というところもあるのでしょう

けれども本当にびっくりしました。

　さらに、２０２１年６月は８３，３９２人です。

先程「最少」は２０１３年だと申しましたが、

調べていきますと最少は２０２１年という事に

なります。

「最多」だった１９９６年１２９，５６８人から２０２１

年には８３，３９２人という数字になっておりま

す。このまま会員数が増えなかったとしたら

２０６０年には「０」です。増えないという事は

無いと思っておりますが、本気でもっと力を

入れていかなければならないのかなと思って

おります。

　ですからＲＩは「想像して下さい」クラブ

の５年後、１０年後、もしくは１５年後を、

という事なのです。これだけの会員増強をさ

れている飯能さんの前で大変恐縮なのですけ

れども、クラブ会員は増えていますか。時代

に即した魅力あるクラブになっているでしょ

うか。そのためにクラブには「戦略計画」や

「未来計画」を是非立てて頂きたいなと思って

おります。

　あとは、地域内の他団体とも繋がり、奉仕

を是非とも実践をして頂きたい。人道的支援

活動を実践するためにロータリー財団を活用

したりとか、さまざまなＲＣの制度を活用し

て、地域社会、さらには世界との繋がりをもっ

て、ＲＣの目的である「知り合いを広めること

によって奉仕の機会とすること」から、是非

とも実践をして頂きたいなと思います。

　今年度、飯能ＲＣさん、日高ＲＣさんのお力

がすごく必要です。ＲＩの年次目標達成に向

けて是非ともお力を貸して頂ければなと思っ

ております。

　最後に一つ、元ＲＩ理事の言葉をご紹介し

て終わらせて頂きたいと思います。

「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕

なし、奉仕なくして感動なし」。このように言

われました。ここにＲＣの醍醐味があると思

います。出席の必要性、その中での親睦の必

要性。そこに感動があるからこそ皆さんＲＣ

に居られるのかと思っております。「ロータ

リーモーメント」（心に残るロータリーの体

験）を是非とも例会でお話をして頂きたい、と

いうところがＲＩではございます。

　今、２８分位ですか。「ＲＣは時間を守れ」

という事が鉄則でございます。

　この言葉を最後に致しまして、公式訪問の

卓話を終わらせて頂きます。一年間よろしく

お願い致します。有難うございました。

・閉会点鐘　鈴木会長（日高）



【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．

・黙　祷　元飯能ＲＣ会員・橋本茂様（９９歳）

　　　　　が８／２７早朝ご逝去されました。

・点　鐘　矢島高明会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・ビジター国際ロータリー 第２５７０地区

　　　　　２０２２－２３年度 ガバナー

　　　　　　村田貴紀様（２５７０パスポートＲＣ）

　　　　　地区幹事

　　　　　　日向秀一様（２５７０パスポートＲＣ）

・記念卓話　村田貴紀様

【会長報告】

◎矢島会長　村田ガバナー様

日向幹事様、日高ＲＣの皆様

ようこそお出で下さいまし

た。このように多くの会員皆

様方のご協力の下、開催出来

ます事に心より御礼申し上げ

ます。これから地区の諸事業

も目白押しとなって参りま

す。９／２２地区大会（帝国ホテル）では大会

決議案１０項目の審議、採択が行われます。

飯能から３名の選挙人を選出する決まりで、

私と幹事、ＳＡＡで登録致しました。９／１８

（紫雲閣）国際奉仕、ロータリー財団委員会

合同セミナー。伊澤、島田委員長、よろしく

お願いします。１０／２４の「世界ポリオデー」

に先立ち、地区で１０／１６秩父鉄道ＳＬパレ

オエクスプレスに乗ってポリオ根絶キャンペ

ーンを実施します。申込は先着順です。

◎鈴木会長（日高）　日高ＲＣ

には在籍年数の少ない会員も

多く、ガバナー訪問はＲＣ理

解の上で良い機会になるので

はないかと捉えております。

時代の変化への対応、コロナ

の蔓延、会員増強の難しさと

さまざまな心配をしながら頑

張っています。本日はガバナー様にはご指導

よろしくお願い致します。白井ガバナー補佐

は明日まで外出が出来ず、本日は欠席させて

頂いております。

【幹事報告】

◎市川幹事　村田ガバナーをお招きしての、

入会３年未満の会員との懇談会、先程終了致

しました。１４時～クラブ協議会、１５時頃終

了予定です。橋本茂様の葬儀日程：通夜４（日）

告別式５（月）飯能法要殿。聖望学園甲子園出

場への御礼のタオルをお持ち帰り下さい。地

区大会参加申込は本日中、幹事まで。

◎長谷川幹事（日高）　日高ＲＣは１３名で出

席させて頂きました。開催に当たり飯能ＲＣ

の会長幹事ＳＡＡ、副会長には大変お世話に

なりました。ヘリテイジの坂本社長様にも感

染対策でご配慮頂き有難うございます。公式

訪問が有意義な時間となりますよう祈念致し

まして報告とさせて頂きます。

◎村田ガバナー

より前島宏之会

員へ地区役員委

嘱状授与（拍手）

◎聖望学園甲子

　園出場支援会

　　（副会長）

　　　田辺会員

　飯能ＲＣ様、

また、多くの会

員皆様より多額

の支援寄付金を

頂きました。日高ＲＣ様からは例会出席者全

員より支援寄付金を頂きました。本当に有難

うございました。

　
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０　永安寺出席向上委員

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・聖望学園甲子園出場支援寄付金、有難うご

　ざいました。　　　　　　　　　　田辺君

・村田貴紀ガバナー様、本日はよろしくお願

　い致します。矢島会長、馬場会長エレクト

　　　　　森副会長、市川幹事、大﨑ＳＡＡ

本日計６，０００円、累計額１３４，０００円。

◎７日例会当番は永安寺、福島会員です。

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　矢島会長

　１９７１年生まれ、５１歳。埼玉県立福岡高等

学校をご卒業。「バレンツ（株）」代表取締役

社長。「プロモスジャパン（株）」（ノベルティ

企画制作）会長。国際Ａ級ライセンスのファ

イナンシャル・プランナーの資格を持ってお

られます。ご趣味は温泉めぐり、レース観戦。

２００９年、本庄南ＲＣに３８歳で入会。２０１４－

１５年度、本庄南ＲＣ幹事。２０１６－１７年度、ク

ラブ会長を務められました。地区では２０１７

～１９年度にロータリー財団部門補助金委員

会委員長、２０２０－２１年度に戦略計画委員会

委員、その後、委員長を務められました。

　先程、入会３年未満の懇談会というものを

行いました。本当にびっくりしたんですよ

ね。すごい人数です。公式訪問１７クラブ目

ですが、圧倒されました。１９名と日高さん

１名の２０名。これで１クラブ出来るのでは

ないのかなという位の会員増強。敬意を表し

たいと思います。

　公式訪問に当たり、会長幹事様、会員皆様

のご協力により、このような場を設営して頂

きました事、心より感謝を申し上げます。

　飯能ＲＣ様、日高ＲＣ様のクラブ計画書も

拝見させて頂きました。今日まで長きにわた

り、奉仕の理想の下、国際交流や青少年活

動、社会奉仕とさまざまな奉仕活動を通して

地域の質を高めて頂いており、歴代会長はじ

め会長の皆様方のご尽力に改めて心から敬意

を表すると共に深く感謝申し上げます。

　私は現在５１歳となります。入会して２年

目には「地区のロータリー財団に行きなさ

い」「何も分からなくてもとにかく全部出て

いればＲＣは分かるよ」と言われ、全てに参

加するところから始めてみました。

　２０１９－２０年度にガバナー補佐としてさま

ざまなクラブを回り、その時もグローバル補

助金を活用した、第４グループ１１クラブ合

同の台湾への人道的支援活動もやらせて頂き

ました。そこから毎年、台湾とタイに小児透

析器を寄贈したりしています。ずっと財団に

居たもので、グローバル補助金を活用して何

か出来ないかなという事で勉強しながらやら

させて頂いております。

　私が会長になった時、「これ読んでおけ」と

印刷物を渡されました。手続要覧もすごく厚

かった。全部で５冊位ありましたか。「会長

をやる前に読んでおくのは当たり前だ」とい

う事で。当時は今のような日本語訳の無いも

のもあったのです。だから辞書を引きながら

とか、先輩に聞きながらとか、そこに書き込

みながら覚えた事もございました。眠くなる

ような事ばかり書いてあったのを思い出しま

す。勉強した事が私自身をＲＣに嵌め込んで

いく事になるのですけれども、やはり、地区

の委員長とか補佐にしましても、会長、幹

事、全ての役職を得るごとにＲＣを理解出来

るように少しはなってきたかなと、私の中で

思っております。

　何度も辞めようと思った事はございまし

た。けれども、そのうちにどっぷり足が浸か

り込んで、抜

けないという

か、そういう

ところに入り

まして、私の

日常、４０代が

ＲＣそのもの

になってきた

かなというと

ころもござい

ます。

　今年度テー

マ「イマジン

ロータリー」。

「想像して下さい」というところがございます。

国際ロータリー（ＲＩ）会長のジョーンズ氏は

カナダ・オンタリオ州にあるウィンザー・ロー

ズランドＲＣの会員です。「メディア・スト

リート」創業者兼「ウィンザー大学」理事長。

ジョーンズ氏はよく言われます。「過去は想像

出来ません。未来を想像して下さい」と。

　国際協議会はノミニーの時からすごい研修

の量があるんですよね。時差があるので夜の

１時から３時とか。昼間からやって、また夜

やって、という研修が１０日間位続きました

かね。日常の時間配分がよく分からなくなっ

てきた時もありました。

　その研修を受けて、ＲＩの年次目標達成に

向け、私は地区スローガンを「地域と世界で

つながる力を磨き奉仕を実践しよう！」とさ

せて頂きました。ＲＩ会長は、大きな夢を抱

いて行動を起こす事をＲＣ会員に求めておら

れます。「私達には皆、夢があります。しかし、

そのために行動するかどうかを決めるのは私

達です」「想像して下さい」と、常にこの言葉

を入れてお話をされます。「私達がベストを

尽くせる世界を。私達は毎朝目覚める時、そ

の世界に変化をもたらせると知っています」

という事だそうでございます。

　ロゴはオースト

ラリアの先住民族

のグラフィックデ

ザイナー、リキ・

サラム氏のデザイ

ン。来年のメルボルン国際大会のロゴも同氏

によるものです。７つの点は人を表すと同時

にＲＣの７つの重点分野を表しております。

丸と点を一緒にすると航路を示す星、北斗七

星、私達の道標になります。ＲＩでは毎年度

ガバナーは同じジャケットを作っていて、昨

年度はグレーだったと思うのですが、ジョー

ンズ氏はエレクトの時から「同じジャケット

は作りません。公式行事で服装を整える際に

はこれらの色（紫・緑・白）のうち１色でも

良いので身に着けて頂きたい」と言われてい

ました。「イマジン　ロータリー」のテーマに

沿って、（１）ＤＥＩ／多様性、公平さ、インク

ルージョン（包括性）へのコミットメント（引

き受ける事）の強化、（２）みんなを温かく受け

入れるクラブづくり、（３）女児のエンパワメ

ント、（４）参加者基盤の拡大、の４つの会長

イニシアチブ（率先すべき事）に注力します。

「何をどのようにすれば？」との疑問が生じ

ますが、「ロータリーの目的」第１項には

「知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること」とあります。やはりＲＣは「親

睦」と「奉仕」でございます。先程の懇談会

でも「親睦」の部分のお話が出ました。１７ク

ラブを回らせて頂く中で、ロータリー歴５年

の会員さんから「一体ロータリーとは何なの

ですか」との質問がございました。「どうし

ようかな」と思いましたが、その会員さんに

よりますと、入会時「あなたは職業を代表し

て入会するのだからプライドをもって入会し

て欲しい」と言われた。しかし、一体そこで

何をするのか…。

　ロータリー情報委員会というものがござい

まして、私自身も「（ＲＣとは）あなたを磨く

場所だよ」という事は常々教わってきており

ます。しかし、会員になってから自分がやっ

てきた事と言いますと、５年ですと私自身も

クラブの例会に参加しまして、地区では勉強

させて頂いていたのですけれども、食事が終

わったら帰るだけ。「一体この『奉仕』はどこ

でやっているのか」と。もっと言えば「奉仕」

が何なのか分からない自分も居ました。

　これは多くの方々が同じ気持ちをもってい

らっしゃると思います。

　日本のＲＣもポール・ハリスのＲＣから始ま

りました。ポール・ハリスの、キリスト教の

「奉仕」するという意味合いに対し、日本の

奉仕、サービスがあり、米山梅吉氏もその辺

を日本のＲＣとしたらどのように解釈をする

かというところが強くございました。クラブ

における「親睦活動」と混同、誤解をして、

本来のＲＣの「親睦」という意味を理解して

いない方が大多数のように思う、という話が

ガバナー会、他の地区のガバナーとのお話の

中で最近ちょくちょく出るようになりまし

た。やはり、ＲＣの基盤は「親睦」（フェロー

シップ）と「奉仕」（サービス）にあって、この

両者を結びつけるものが、ＲＣの肝要だと、

創設者のポール・ハリスが申しております。

「奉仕」と「親睦」。この両者は直進をして両輪

なんですよね。「最初の動力伝達は親睦から」

という言葉も残しておられます。

　そのためにこの例会がございます。ここか

ら「親睦」が始まり、ここでＲＣを学び、それ

を「奉仕」に繋げていく、実践に繋げていくと

いうところがＲＣにあるのかなと私自身は感

じております。「親睦」は意義あるＲＣ活動

の原動力である事を再認識して頂けたらなと

思います。

　ポール・ハリスの言葉をもう一つ紹介させ

て頂きます。「親睦はこのロータリーの雰囲気

の中でますます深まる。ロータリーでは形式

や気取りを去り、身分や地位に関係なく、対

等の立場で交わるからである」。私も「ロー

タリーはフラットだよ」というのは常々勉強

させて頂いております。

　これだけの人数が入ったのはうちの地区の

中でも飯能さんだけです。大変本当に素晴ら

しいという事で、これからの公式訪問でもお

話をさせて頂きたいと思っております。

　私達は皆、違う道を歩んでＲＣの一員となっ

ております。父親がロータリアンだったから

入会した人も居ます。仕事で言われて入った

方も居ます。何かやりたいから自分を入れて

下さいという人もいらっしゃいます。私自身

も、うちの大叔父がこの地区でガバナーをや

らせて頂いていたというご縁がありました。

皆さん何かしら縁があって会員になっておら

れます。

　ここに、一つだけ、共通する入会理由があ

るそうなのです。私も知らなかったのですが

ほかで教わってきました。皆さん共通される

のが「招待されたから」なのです。「招待状」

を受け取ったんですよね。「入会届」ではなく

て「あなたを招待したい」という事で皆さん

「招待状」を受け取りました。そして今度は会

員増強で、自分達が「ＲＣに入って良かっ

た」と、この「招待状」を渡しているのです。

自分が貰った「招待状」をまた、この人にも

機会を与えてあげよう、というところを実践

されている。大変素晴らしい事ではないかと

思います。

　今年度はちょうど規定審議会の年度でござ

います。１つ、クラブにとって必要なところ

をご紹介させて頂きたいと思います。後々、

地区から規定審議会の決定報告書というもの

がクラブに送られると思いますので、必要な

ところは見て頂きたいと思います。

「人頭分担金」今年度は３５ドル５０セント。

２０２４－２５年度は３９ドル２５セント。２０２５－

２６年度は４１ドルに決まりました。規定審議会

によって改正されるまで変更はされません。

 日本のＲＣの会員数の現状をお話させて頂

きたいと思います。最多の時は何年かご存知

ですか。１９９６年で、１２９，５６８人でした。

最少の時は２０１３年、８６，４６２人。３３％減

です。２０１９年６月、８７，５４４人。前年から

マイナス２６３人。２０２０年６月、８５，２４３人。

２，３０１人減。当地区が７月末で１，５７０人です

から１年で１地区が無くなってしまった数で

す。コロナ禍というところもあるのでしょう

けれども本当にびっくりしました。

　さらに、２０２１年６月は８３，３９２人です。

先程「最少」は２０１３年だと申しましたが、

調べていきますと最少は２０２１年という事に

なります。

「最多」だった１９９６年１２９，５６８人から２０２１

年には８３，３９２人という数字になっておりま

す。このまま会員数が増えなかったとしたら

２０６０年には「０」です。増えないという事は

無いと思っておりますが、本気でもっと力を

入れていかなければならないのかなと思って

おります。

　ですからＲＩは「想像して下さい」クラブ

の５年後、１０年後、もしくは１５年後を、

という事なのです。これだけの会員増強をさ

れている飯能さんの前で大変恐縮なのですけ

れども、クラブ会員は増えていますか。時代

に即した魅力あるクラブになっているでしょ

うか。そのためにクラブには「戦略計画」や

「未来計画」を是非立てて頂きたいなと思って

おります。

　あとは、地域内の他団体とも繋がり、奉仕

を是非とも実践をして頂きたい。人道的支援

活動を実践するためにロータリー財団を活用

したりとか、さまざまなＲＣの制度を活用し

て、地域社会、さらには世界との繋がりをもっ

て、ＲＣの目的である「知り合いを広めること

によって奉仕の機会とすること」から、是非

とも実践をして頂きたいなと思います。

　今年度、飯能ＲＣさん、日高ＲＣさんのお力

がすごく必要です。ＲＩの年次目標達成に向

けて是非ともお力を貸して頂ければなと思っ

ております。

　最後に一つ、元ＲＩ理事の言葉をご紹介し

て終わらせて頂きたいと思います。

「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕

なし、奉仕なくして感動なし」。このように言

われました。ここにＲＣの醍醐味があると思

います。出席の必要性、その中での親睦の必

要性。そこに感動があるからこそ皆さんＲＣ

に居られるのかと思っております。「ロータ

リーモーメント」（心に残るロータリーの体

験）を是非とも例会でお話をして頂きたい、と

いうところがＲＩではございます。

　今、２８分位ですか。「ＲＣは時間を守れ」

という事が鉄則でございます。

　この言葉を最後に致しまして、公式訪問の

卓話を終わらせて頂きます。一年間よろしく

お願い致します。有難うございました。

・閉会点鐘　鈴木会長（日高）


