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■出席報告 

月 日 9/12 

会員数 27 

出席者 27 

出席率 100% 

前回修正 81.5% 

 

山田 富男 

 

 

 

吉田 栄治 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

9/27 「ふるさと所沢早わかり」 

生涯学習推進ｾﾝﾀｰ 

   副主幹 ：小暮 広史 

   主査  ：今泉由紀子 

10/4 「地球温暖化と～～～」 

 

2016-2017 年度 

ガバナー 前嶋 修身様 

所沢市内５クラブ合同公式訪問 

 ９月１２日（月）ﾍﾞﾙｳﾞｨ ザ・グラン 

 

 

 

 

 

 

 

 



♥ 懇談会・・・各ｸﾗﾌﾞ会長・幹事・３年以内会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

《例会》 

♥ 開会点鐘・・・中島 洋志所沢東 RC 会長 

♥ 国歌、ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱・・・市川 雅巳所沢

RC ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

♥ 来賓紹介・・・石田 義雄所沢中央 RC 会長 

第 2570 地区ガバナー     前嶋 修身様 

第 2570 地区第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

                 野本 俊光様 

第 2570 地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ    梅沢 定彦様 

第 2570 地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ    中井眞一郎様 

第 2570 地区 地区副幹事   小林 肇 様 

第 2570 地区 地区副幹事   田野 隆広様 

第 2570 地区 地区副幹事   吉田 眞人様 

青少年交換学生(ﾌﾗﾝｽ)        Ewen Amic 君 

 

♥ 講和  ガバナー 前嶋 修身様 

皆様 こんにちは 

第 2570地区ｶﾞﾊﾞﾅｰの前嶋です。熊谷 RCの会員で

す。入会して、早や 31年が経ちました。 

本日はよろしくお願いいたします。 

今回の公式訪問の目的は、ｼﾞｮﾝ･ｼﾞｬｰﾑ RI 会長の

本年度ﾃｰﾏ｢ROTARY SERVING HUMANITY」（人類に奉仕

するﾛｰﾀﾘｰ）および地区ﾃｰﾏ「知恵と元気を」を、皆

様にお伝えすることです。 

さて、今年の１月 17 日にｱﾒﾘｶｻﾝﾃﾞｲｴｺﾞの国際協

議会におきまして、ｼﾞｮﾝ･ｼﾞｬｰﾑ会長からﾃｰﾏが発表

されました。 

｢Rotary Serving Humanity」（人類に奉仕するﾛｰﾀ

ﾘｰ）ｼﾞｮﾝ･ｼﾞｬｰﾑ会長の簡潔なﾒｯｾｰｼﾞの中に、このﾃｰ

ﾏに関するｾﾝﾃﾝｽがあります。 

“毎週、世界 34,000 以上のｸﾗﾌﾞのﾛｰﾀﾘｱﾝが、語ら

い、笑い、ｱｲﾃﾞｱを分かち合うために集います。し

かし、私たちが集う一番の理由は、最も大切な目標、

すなわち「奉仕」のためです。” 

私たちの参加している RC はｸﾗﾌﾞですから、会員の

楽しい交流があります。しかし、RCの目的は「奉仕」

です。奉仕を忘れないでください。と、ｼﾞｮﾝ･ｼﾞｬｰﾑ

会長は本年度のﾃｰﾏにしました。簡明で素晴らしﾃｰﾏ

だと思います。 

私がｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐のとき、そもそも「ｸﾗﾌﾞ」とは何だ

ろう、と思い、それまでの勉強不足の解消も含め、

RCの原点たる「ｸﾗﾌﾞ」について調べました。 

皆様ご存知のように「ｸﾗﾌﾞ」とは、会員制の集ま

りで、共通の趣味・興味・目的を持った仲間が定期

的に集まって形成する団体をいいます。ｸﾗﾌﾞは 18

世紀のﾖｰﾛｯﾊﾟで発生し、その後明治時代に日本にも

伝わって広まりました。ｸﾗﾌﾞはそれぞれの成立過程

によりその性格に応じて、4 つに分類できるようで

す。１つめは、会員相互の社交を目的とした社交ｸﾗ

ﾌﾞ。二つめは、職能団体（例えば、医師会、弁護士

会、税理士会など）で、特定の職能を持つ人々が共

通利益を守り、相互に交流するためのｸﾗﾌﾞ。三つめ

が、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞやｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞなどの野外活動を通じた

人的交流を目的としたｸﾗﾌﾞ。四つめが、奉仕活動を

目的としたｸﾗﾌﾞ。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞやﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞです。 

いずれも、趣味、職業、ｽﾎﾟｰﾂ、奉仕を通じた「交



流・親睦」をその本質的な目的としています。欧米

のｸﾗﾌﾞに比べ、日本のｸﾗﾌﾞは趣味やｽﾎﾟｰﾂそのもの

が目的となってしまい、交流・親睦が必ずしも目的

として意識されないことが多い、と言われています。

そのような日本において、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは「奉仕と交

流（親睦）」を車の両輪として調和あるｸﾗﾌﾞ活動を

行っていると考えられます。 

私は、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは楽しくなければｸﾗﾌﾞじゃない、

奉仕の目的を忘れればﾛｰﾀﾘｰではない、と思ってい

ます。 

 さて、本年度の私の地区ﾃｰﾏは「知恵と元気を」

です。会員の皆様の「知恵と元気を」頂き、ｸﾗﾌﾞを、

そして結果として、2570地区を活性化したいと考え

ています。 

残念ながら、2570地区の会員の減少は止まってい

ません。日本全体では既に底打ちしています。わず

か２地区のみが減っています。今、私たちの地区は

何名かご存知でしょうか。誤解しないでいただきた

いのは、私は会員数の少ないことを嘆いているので

はないのです。会員数の減少がｽﾄｯﾌﾟしないことを

危惧しているのです。どのような組織・団体でも構

成員の数が減っていくと活力が出ません。ここで踏

ん張り、皆様の会員の「知恵と元気を」出し合って、

ｸﾗﾌﾞを活性化していただきたいのです。 

そういう思いで、本年度の地区重点方針の１番目

に、「会員を増やそう」としました。 

次に２番目の重点方針は「ｸﾗﾌﾞ例会の充実と出席

率の向上を」です。ｸﾗﾌﾞの会員を増やすには、先ず

ｸﾗﾌﾞの原点である会員同士の楽しい交流がなけれ

ばなりません。交流・親睦なくしてｸﾗﾌﾞは存在しま

せん。有意義な楽しい例会にするために「知恵と元

気を」出していただきたい。また、ｸﾗﾌﾞ例会の出席

率向上は良い循環として交流が深まり退会防止に

結び付きます。その思いで各ｸﾗﾌﾞの「出席委員会」

の名称を出席促進あるいは出席勧奨などに変えて

いただくようお願いいたしました。勿論、変えれば

それでいいというわけではありません。名称に出席

率向上の意思が入りことにより、会員が「知恵と元

気」で工夫していただければ幸いです。 

３番目の重点方針は、「地域の人々にﾛｰﾀﾘｰを知っ

ていただこう（公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上を）」です。 

私の若いころから好きな詠み人知らずの和歌が

あります。 

 あれを見よ みやまの桜 咲きにけり 

      まごころつくせ ひと知らずとも 

深い山の奥に人知れず一生懸命咲いている山桜

の花、あの花のように人にはわからなくても真心を

尽くしたいものだ。 

この和歌は、ﾛｰﾀﾘｱﾝの奉仕の心そのものだ、と思

います。ﾛｰﾀﾘｱﾝ個人の心持として、私はかくあらね

ばと思っています。 

ただ、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとしてみると、人に知られない

のはつらいところです。人に知られないというのは、

無きに等しくなるからです。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが意外に地

域の方々に理解されていないのはそのあたりにあ

るかもしれません。新しい会員が増えない原因にも

なっているのではないかとも思われます。ですから、

ﾛｰﾀﾘｰは世界で、そして地域でいいことをしている

ことを、ｸﾗﾌﾞの活動においても地域の方々にＰＲす

べきではないでしょうか。地区としても広報には力

を入れたいと考えています。 

重点方針の最後として、「ﾛｰﾀﾘｰ財団 100周年を記

念して財団への理解を深めよう」。会員に財団をも

っと知っていただくため、地区大会をはじめとして

ｾﾐﾅｰなどの行事を開く予定です。会員の皆様にも、

寄付についてご理解いただくいい機会だと考えて

います。よろしくご協力ください。 

 さて、そのほかのお願いやらお知らせとして、い

くつかお話ししたいと思います。 

一つが、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを改定いたしました。ぜひ、ご

覧ください。地区のことがすべて分かるﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを

目指しています。ｺﾝﾃﾝﾂつくりに、会員の皆様のご

協力をお願いいたします。会員外の地域の方々への

ＰＲも考えながらこれから充実させたいと考えて

います。 

ｸﾞｰｸﾞﾙ｢RID 2570｣でｸﾘｯｸ｡ 

二つ目が、ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信の発行です。毎月１日発行

を心がけます。予算内で可能となりましたのでｶﾗｰ

印刷にいたしました。ｸﾗﾌﾞや地区の諸行事、ｾﾐﾅｰな

どの寄稿をお願いします。 

３つ目は、青少年交換留学生、財団派遣留学生、

米山奨学生の各事業に対して、ぜひ各ｸﾗﾌﾞの活性化

の一つとしてご協力いただければ幸いです。 

最後に、11月 5～6日に熊谷市において開催され



ます「RI第 2570地区大会」へのご参加を、心より

お待ちしています。 

 

♥ 目録贈呈・・・・市内 4 ｸﾗﾌﾞ合同事業の

「地区補助金による高齢者支援事業プロジェクト」 

 所沢市福祉部 高齢者支援課長 池田 隆人様 

 

《クラブ協議会》 

＊各ｸﾗﾌﾞ8項目の中から2項目を選んで発表を致し

ました 

所沢西 RC ﾊﾟｽﾄ会長    須澤 一男 

所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会長代行の須澤です。内田会

長が突然体調を崩され、入院加療中と言う事でﾊﾟｽﾄ

会長が 1 ヶ月ごとに交代で務める事になり、9 月は

私の番になりました。所沢西ｸﾗﾌﾞでは書き損じﾊｶﾞ

ｷ・商品券・未使用ﾃﾚｶ・外国紙幣等の回収をしてﾈﾊﾟ

ｰﾙの子供達の学校を作る支援を致しました。 

1995 年から始めましたが、その年は 113 万円で

多い年は 2006 年の 336 万円でした。 

2011 年で終了し合計で 2,884 万円になり、ﾈﾊﾟｰﾙ

の貧困地域に学校を建設し 10 校の校舎を完成する

ことができました。 

また、2004 年から 2006 年の間に里子奨学金を送

り 300 名が利用されたということです。 

これからも所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞで何かできる事を皆

様と模索しながら活動をしていきたいと思ってお

ります。 

 

＊ﾈﾊﾟｰﾙ支援の実績 

1995 年 113 万円、96 年 71 万円、97 年 71 万円、

98 年 47 万円、99 年 89 万円、2000 年 46 万円、 

 

01 年 108 万円、02 年 100 万円、03 年 157 万円、

04 年 343 万円、05 年 264 万円、06 年 336 万円、 

07 年 301 万円、08 年 266 万円、09 年 221 万円、

10 年 200 万円、11 年 151 万円万円 

        総額 2,884 万円となりました。 

 

*ﾈﾊﾟｰﾙ支援(学校建設等)の実績です。 

2003 年   ｱﾗﾆｺ高等中学校(ﾊﾟｸﾀﾌﾟﾙ)県 

2004~06 年 里子奨学支援(300 名)・3 年間継続 

2005 年   ﾗﾝﾌﾞｰﾙ小学校(ﾊﾟﾙﾊﾟ県) 

2006 年   ﾏﾍﾝﾄﾞﾗ・ﾗｽﾄﾘｧ小学校（ｶﾄﾏﾝｽﾞ県） 

2007 年   ﾏｼﾞｭﾜ小学校(ｶﾄﾏﾝｽﾞ)県 

2008 年   ﾏﾅｶﾏﾅ小学校(ｼﾝﾄﾞﾊﾞﾙﾁｮｯｸ県) 

2009 年   ｼﾞｬﾅﾌﾟﾘｴ高等中学校(ﾊﾟﾙﾊﾟ)県 

2007 年~10 年 

ﾊﾟﾄﾞﾏ・ﾊﾟﾗｶｯｼｭｾｶﾝﾀﾞﾘｰｽｸｰﾙ 

(ｶﾄﾏﾝｽﾞ県) 

2010 年   ﾊﾞﾙﾋﾞｶｽ小学校(ﾊﾟﾙﾊﾟ)県 

2011 年   ﾊﾞｶﾞﾜｯﾃｲ初等中学校(ﾊﾟﾙﾊﾟ県) 

2012 年   ｼｬﾅ初等中学校(ﾊﾟﾙﾊﾟ県) 

 合計 10 校の校舎を建設しました。 

 これをもって所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの報告とさせてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の担当   石井 秀夫 


