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ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学学友委員会

奨学生

記

累計 281,000 円

鈴木 秀憲様

所沢市内４クラブ合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
10 月 21 日（月）ﾍﾞﾙｳﾞｨ ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ

月

日

10/21

会員数

30

出席者

30

出席率

100%

前回修正

86.7％

進
🌸 司会

所沢西ＲＣ

らかの要請があれば、即対応できるよう皆様には心

行
幹事

づもりをお願いします。

荻野

陽一

それでは、立派な会長様がいらっしゃる中、僭越
ではありますがホストクラブ会長ということでわ
たくし髙橋が代表して点鐘をさせていただきます。
所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

2769 回

新所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

2161 回

所沢中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

1217 回

所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

1571 回

例会を開始いたします。
「点鐘」。よろしくお願い
します。

🌸

ガバナー様

入場
🌸 来賓紹介・・所沢西ＲＣ幹事

第 2570 地区

🌸 開会点鐘・・所沢西ＲＣ 髙橋 和男会長

荻野 陽一

ガバナー

鈴木

秀憲様

第 2570 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

徳永

眞澄様

第 2570 地区

藤倉

武様

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

幹事

🌸 出席ｸﾗﾌﾞ紹介・・所沢西ＲＣ会長 髙橋 和男

みなさん、こんにちは。
只今ご紹介にあずかりました所沢西ロータリー
クラブ会長の髙橋です。
まずは連続して広範囲に渡り甚大な被害を与え
た台風 15・19 号で亡くなられた方々に深い哀悼の
意を表すとともに被災された方々の一日も早い経

所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

髙橋

興基会長様

済的・物的及び精神的復興を心よりお祈りいたしま

新所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

古谷

明彦会長様

す。

所沢中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

土方

芳夫会長様

所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

髙橋

和男会長

また、19 号では、ここ 2570 地区でも多大なる被
害を被った地域があり、今後該当地域クラブより何

ミットメント（約束・責任）※を共有している。
ロータリーは奉仕と平和の精神の下、
世界中の人々と繋がっている。
※SDGs

Sustainable Development Goals 17 項目、

2016 年～2030 年に達成
ロータリーは世界をつなぐ
私達ロータリアンは世界で・地域社会でそして自
＊

奨学生の紹介を世話クラブの新所沢 RC 古谷

分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため

会長様からなされました。米国から来日のホリ

に、人々が手を取り合って行動する世界を目指し

ーさん

ています。………ビジョン声明

西武文理に通っていらっしゃいます。

素敵な日本語でご挨拶されました。

ロータリーを通じて私たちは繋がります。
ロータリーで私達はお互いの違い(人種や宗教・

講話

ｶﾞﾊﾞﾅｰ

鈴木 秀憲様

言語)を超え、深く意義ある形でつながる事が出
来る。ロータリーが無ければ出会う事が無かった
人や支援を必要とする人びととのつながりをも
たらしてくれる。私たちは全員が属する世界的な
コミュニティの人達とつながっている。ロータリ
ーの中核にあるのがこの「つながり」、これが
2019-20 年度のテーマです。
地区は
つなげる：未来へつなぐ
〇組織の未来へつなげる

マーク・ダニエル・マローフター
(米国・ディケーターRC、1955 年生、25 才入会、

ガバナ

ーの早期選出 地区戦略計画の第 1 歩
〇個人の未来へつなげる

30 才クラブ会長、34 才ガバナー)

組織運営を
奉仕活動を

奉仕す

る事は個人の未来の為 結果として

会長のテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
ﾏﾛｰﾌﾀｰ会長講話要旨…国際協議会(2019 年 1 月)
強調事項１
ロータリーを成長させる。奉仕やプロジェクトの
インパクトを成長させる。
会員基盤を成長させる。

つまり会員増強。

強調事項２
ロータリーの活動と家族の時間を補完させる。つ
まり柔軟性
強調事項３
忙しいロータリアンもロータリーのリーダーに
なれるように。 自分たちで作った障壁を排除する。
これも柔軟性。
強調事項４
ロータリーの活動(６つの重点項目）は、より健
康で・平和で、持続可能な世界に向けた国連のコ

地区のサブテーマ
変化：変える(基本に返る)
〇不合理な事・不便な事に対処すると、結果 変
化しなければならなくなる
〇長い間に、必要に応じて変化した事は進化。
周囲の環境変化の為、一時的に変化したものの、
その後の周囲の状況変化（元に戻る、更に進化

する）に対応出来ていないものは、一度基本に
返り、新たな変化に対応する。
※ 変化の為の変化は不要。奇を衒い単に変化を
求める必要はない。

※昨今、国際ロータリーの中では、職業奉仕を軽視
しがちであるが、「職業奉仕こそ日本のロータリ
ーの原点である。」と私は考えています。
地域社会で奉仕するとは？
他の人や団体或は自治体等の目が届かない事・手

地区運営で私が心掛ける事
地区組織の簡略化、基本に返る、説明の簡略化
クラブにお願いする事
クラブ運営に柔軟化を、意識改革（自分で壁を作
らない・型に嵌め込まない）
※

壁を作る・型に嵌め込む・前例がない等は後

ろ向き。是非前向きな考えを自分の将来の為になる

が届いていないことに着目・実施する
「目立つ事をする」という事ではない。
国際社会で奉仕するとは？
ロータリーの世界的ネットワークを活用しての活
動。人道的奉仕や次世代の育成(国際交流）等があ
る。

貴方も参加しませんか
ロータリーの目的の第 1 項「知り合いを広め奉仕の

扨、(本年度ガバナーとして) ロータリーって何？
世間の方はご存知ない。
ロータリアンは活動が多岐に亘り、上手く説明出

機会とする」を簡単に表現
〇上記「ロータリーって何？」をシートにして作成
しました

来ない。

世間の方々へお話しする時は、先ず「ロータリー

どうしたら分かって頂けるか

って何＝自分自身と職業を磨きながら、地域や国

ロータリー共通の内容を説明

際社会で奉仕する団体です。」とお話しし、その

ロータリー共通の内容とは

後に「その一環として、うちのクラブは地域○○

ロータリーとして不変のもの。

活動を行っています。」とお話し頂ければ、世間
の方々は、ロータリーの全体像と、貴クラブの事
業を理解して下さると思います。
〇尚、10 月 24 日は「世界ポリオデー」です。地区
として読売新聞へ一面広告を出しました。
ご覧いただきたいと思います。又、世間の方々へ
ポリオの話をして頂ければ幸いです。

ロータリーの目的
ロータリーの目的を言えますか？（世間の方々が理
解できますか）

🌸 ｸﾗﾌﾞ協議会･・・・･各ｸﾗﾌﾞ会長発表
所沢西 RC 会長

髙橋 和男

ロータリーの目的（RI 定款 4 条、クラブ定款 5 条）
自分自身と職業を磨きながら、地域や国際社会で奉
仕する団体。貴方も参加しませんか？
自分を磨くとは徳望を身に着ける事
徳望は徳が高く、人望がある事。自分の人格を高
める。高学歴や高収入を指すのではない
職業を磨くとは、地域の役に立つ仕事をする事。
高潔性をもって。
会社を大きくする・利益を上げるという事ではな
い。まして上場企業になる事でもない

あらためまして皆さんこんばんは。
当クラブは 8 月の合同例会でお話ししましたが、
基本的に「自分磨きの 1 年」を目指し、テーマを
「今日より明日、明日より明後日、更なる飛躍を

ロータリーで」とさせていただきました。4 か月
が過ぎようとしている今、成果がどれだけあがっ
ているか、わかりませんが、まずは新しいメンバ

🌸 ５クラブ共同事業発表及び目録贈呈
新所沢 RC 会長・・・古谷 明彦会長様

ーに「ロータリーとはなにか」を知ってもらうた
めに、会長の時間でできるだけ「ロータリーの基
礎知識」として「ロータリー用語」の話をしてき
ました。
これからもロータリーへの理解を深めてもら
うためにそのような内容で進めていく予定です
が、それら固いことばかりではなく、やはり楽し
くロータリーライフを送っていただくためにゴ
ルフコンヘﾟやクリスマスパーティー、親睦旅行

所沢市役所 田中 浩文様

等の親睦事業にも力を入れていくつもりです。
またほかのクラブ同様会員増強にも力を入れ、
5 名以上を目標に鈴木増強委員長を筆頭に委員会

お忙しい折、藤本市長様にもお出でいただき、ご
挨拶いただきました。

メンバー一同日々頑張っている状況です。
さらに当クラブおかげさまをもちまして、本年
度 35 周年を迎え、来年 3 月に記念行事を予定し
ており、詳細が決定次第ご案内させていただきま
すのでその節はよろしくお願いいたします。
当クラブ自慢としては、女性会員 3 名を筆頭に
明るいメンバーばかりですので常に和気あいあ
いとした中で例会及び諸事業をこなしています。
また例えなにか失敗しても「まあいいじゃない」
といった「寛容」の精神でお互いを許し合い、ま
た認め合う非常に居心地のいいクラブだと自負

🌸 鈴木 秀憲ｶﾞﾊﾞﾅｰ様へお礼と花束贈呈

しています。
ちょっと褒めすぎましたが、本日のホストクラ
ブとして数々の不手際も「まあいいじゃない」と
軽く流していただくことをお願いいたすととも
に、当クラブの現状報告とさせていただきます。
ありがとうございました。

鈴木 眞澄所沢西ﾊﾟｽﾄ会長

🌸 閉会挨拶
次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問

担当クラブ

所沢東ＲＣ 新倉 良之会長様

🌸 乾杯・・新所沢ＲＣ会長 古谷 明彦様

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
🌸 髙橋年度 第一回ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ結果報告
ゴルフ担当委員長

金岡

悟

髙橋年度第一回ゴルフコンペが 10 月 29 日
（火）
に飯能ｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞで行われました。雨の中出場
された選手 24 名の皆様ご苦労様でした。結果は次
の通りです。
優勝

桑野 孝由（ゲスト）

準優勝

上野 孝二

3位

小暮 博攵

4位

徳江 和宏

5位

髙橋 和男

今週の担当

須澤 一男

