
第 1506 回例会 2018・2・6           ﾆｺﾆｺ 本日 35,000 円 累計 505,872 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✿ 本日のお客様 

 

 

 

 

 

 

 

高柳 育行パストガバナー様             茂木 正ガバナーエレクト様 

 会長の時間     代理  室伏 秀樹   

こんにち

は、私が会長

のピンチヒ

ッターを行

います。 

社会奉仕

委員会の皆

様には、 28

日(日)「子どもとうきち将棋大会」ご苦労様でした。 

 

昨年は、主幹事でお手伝いさせていただきました

が、その 7名全員子どもの強烈なインフルエンザに

合い、寝込みました。どうかご自愛ください。 

実は、当クラブにも卓話で 3回ほどお越しいただ

いた、元西武ライオンズの中心バッターだった「片

平晋作さん」が 1月 22日に、すい臓がんにて 68歳

でご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます 

その告別式に参列し、1 時にご出棺の後戻ってく

ることになります。 

■出席報告 

月 日 1/30 

会員数 31 

出席者 27 

出席率 87.1％ 

前回修正 ― 

 

師岡 友次 

 

 

 

和記 毅 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

2/6 「採用する側と採用され

る側について」 浅野学園 

国際航空専門学校 管理本

部長 代行 下濱 悟様 

2/13 相見所沢警察署署長様 

2 月会員誕生 

室伏 秀樹 山田 富男 

髙橋 和男 



本日のお客様に地区協議会担当パストガバナー

の高柳育行様、今年 7 月から 2570 地区ガバナーに

ご就任の茂木 正様がお越しです。 

後ほど卓話をお願いいたします。 

茂木ガバナーエレクトは、1月 14日から 20日ま

で奥様ご帯同でアメリカ・カルフォルニア州サンテ

ィアゴに 2018-19年度ガバナーとなるための、ガバ

ナーエレクﾄ研修セミナー(GETS と言います)と国際

協議会に出席されてきました。後ほどご挨拶をお願

いいたします。 

だいぶ昔になりますが、私もアメリカに行ったと

きロスアンジェルスのディズニーに行ったとき，ア

ナファイムヒルトンに宿泊する予定だったところ、

国際協議会で疲れたガバナーエレクトの奥様方が

観光散策するために、宿泊を延長されダブルブッキ

ングとなり近くの安いホテルに移動させられたこ

とがありました。 

世界が、国際協議会で地区は地区協議会となりま

す。 

各クラブの次年度役員は、出席の義務があります。 

その地区協議会の担当に当クラブがなりました。 

創立順に順送りですので、2570地区 5１クラブの

51年に 1回の担当となりました。 

4 月 22 日(日)に早稲田大学所沢キャンパスで行

います。 

所沢市内の各クラブの応援もいただき、当クラブ

は全員参加でお願いします。 

例会後打ち合わせ会を開きます。よろしくお願い

します。 

入会式を行います。 

1月 16日新年会の日に、新しい仲間になられた新井

孝敏さん、木下精基さんです。                                                           

 

幹事報告               石井 秀夫 

◇地区大会の表彰 物故会員に関する依頼 

◇米山記念奨学会終了式および歓迎会のご案内 

  3 月 11 日（日）16：00～ 川越東武ホテル 

◇国際ロータリー年次大会ガバナーズナイト開催

のご案内 6/24(日) 18：30～  WESTIN 

HARBOUR CASTLEHOTEL 

◇第 16 回こども「とうきち」将棋大会について 

◇所沢市教育委員会より「サクラの苗木」について 

◇第 12 回ライラデー「世界に可能性を広げる」 

2 月 12 日（月）  ウエスタ川越 

◇バギオだより 2018 年 1 月号 Vol. 64  

◇第 21 回所沢フレンドリーカップサッカー大会の

お礼状をいただきました。 

◇例会変更・・・飯能 RC、入間 RC 

◇週報・・・入間 RC、入間南 RC、新所沢 RC 

 

卓話 「変化をもたらす」 

 第 2570 地区 2015-16 年度 ｶﾞﾊﾞﾅｰ           

高柳 育行様 

今年度のＲＩ会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリーさ

んが、「『ロータリーとは何ですか』という問いに、

私たちは『ロータリー：変化をもたらす』というテ

ーマで答えます。」と言われております。本日の私

は、パストガバナーとして、ロータリアンあるいは

クラブに「変化をもたらす」ことを目指してお話し

たいと思います。皆様も感じられているように、第

2570 地区には様々な課題があると思っております。

たとえば「会員の増加が難しい」、「地区のリーダー

が決まらない」などが挙げられます。一方で、ロー

タリークラブはその会員であるロータリアンによ

って構成され、国際ロータリーはロータリークラブ

によって構成されております。 

 昨年 11 月のロータリー研究会では、日本のロー

タリー100 周年実行委員会が行ったアンケート調

査が報告されました。中核的価値観のなかでクラブ

が重視していることは、「親睦」と「奉仕」である

こと、クラブの現状と課題は「会員の高齢化」や「会

員の減少」をあげております。それに対し明文化さ

れたビジョン・戦略計画があるクラブは 13％、検

討中は 28％あったものの、「ない」と回答したクラ

ブは 59％になります。 



 そこで「奉仕」・「親睦」・「多様性」・「高潔性」・「リ

ーダーシップ」という中核的価値観に沿って、私の

経験も例としてお話させていただき、「変化をもた

らす」きっかけとなることを期待したいと思います。

様々なクラブを訪問すること、多くのロータリアン

に接することは多くのことを学ぶ機会になります。

自分の職業を活かした奉仕活動をすることは意義

あるものだと思います。国際ロータリーが世界中の

クラブの連合体ということから、多様性を尊重しな

がらも寛容であることが望まれます。ロータリーに

おける高潔性は、約束を守り抜き、倫理を守るとい

う意味に使われているようです。最後にリーダーシ

ップですが、「リーダーは、役職ではなく役割であ

る」、「上から目線のリーダーシップではなく下から

支えるリーダーシップ」、「ロータリーのリーダーは

あらゆる考え、行動に対して寛容の心を持ったリー

ダーシップを発揮する」は頭の中に留めておきたい

ことです。国際協議会の場でも「アイデアの交換」

が重要視されています。クラブでも皆様のアイデア

交換でクラブやロータリアンに「変化をもたらす」

ことができるのではないでしょうか。所沢西ロータ

リークラブの変化が、地区の変化へと繋がることを

期待して卓話を終了させていただきます。 

 

ニコニコボックス         中村 茂 

パストガガバナー (本庄 RC) 高柳 育行様 

今日は卓話をさせていただきます。よ

ろしくお願い致します。 

石井 秀夫 高柳 育行次年度地区研修リーダー 

茂木 正ガバナーエレクト本日はよう

こそお越しいただきました。どうぞよ

ろしくお願い致します。新井さん木下

さん入会おめでとうございます。 

鈴木 真澄 高柳パストガバナー 茂木 正ガバ

ナーエレクトお忙しい中、例会にお越

しいただき有り難うございます。 

内田 学  高柳様、茂木様ようこそ。年賀状の変 

わり、3,000 円。師岡さんからのハガ

キ、切手シールが当たりました。 

高橋 和男 高柳パストガバナー様 茂木ガバナー

エレクト様本日ようこそお出で下さ

いました。宜しくお願い致します。 

鈴木 伴忠 高柳 育行パストガバナー様 茂木 正

ガバナーエレクト様 本日ようこそ

お出で下さいました。 

新井さん 木下さん入会おめでとうご

ざいます。 

須澤 一男 本日は高柳様 茂木様卓話有り難うご 

ざいます。 自分が傘寿になるとは夢

にも思いませんでした。 

石井 實  傘寿のお祝を頂きました。80歳です。 

でもまだ 80 歳です。 

小久保 昇 新年会の御利用有り難うございまし 

た。 

大舘 信夫 新入会 新井 孝敏様 木下 精基様お 

めでとうございます。宜しくお願い致

します 

本橋源太郎 新井さん 木下さん 今日から宜しく 

お願いします。 

新井 孝敏 入会させていただき有り難うござい 

ます。頑張ります。 

木下 精基 身の引き締まる思いですが、ご指導宜 

しくお願いします。 

中村 茂  新年会用事が重なり欠席しました。 

荻野 陽一 前回欠席しました。 

大原 律子 Xmas party 新年会に参加させてい 

ただき有り難うございました。初詣に 

明治神宮、東伏見稲荷神社、宝登山神 

社 等々に行き、所沢西 RC の発展、 

活躍をお祈りして来ました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

◆ 高柳パストガバナー様 茂木ガバナー 

エレクト様からバッチを付けて戴き、超緊

張の 新井 孝敏さん と 木下 精基さんで

す。光栄な事で きっと素晴らしいロータ

リーライフが送れますよ。 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の担当  中 毅志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入 会 式 

第 16 回 こども「と う き ち」 

将 棋 大 会 

1 月 28 日 所沢市役所 8F 


