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※出席報告
会員数
３２名

出席者数
３０名

出席率
92.59 ％

前回修正
85.19 ％

会長の時間
益子伸明会長
世界ポリオデーイベント
ロータリーボイスに投稿されたＲＩ
スタッフの投稿より
『時間がなくても大丈夫！世界ポ
リオデーイベントのアイデア』
早いもので、9 月も半ば（投稿時）となりました。朝晩
と少しずつ空気が冷たくなり、秋の気配を感じます
ね。
ロータリーではこの時期、ある大きなイベントの準備
で忙しくなります。それは 10 月 24 日の「世界ポリオデ
ー」です。毎年ポリオ撲滅の専門家や著名人を集め
てイベントを開催しており、その模様はライブ中継され
ます。今年は撲滅活動のパートナーでもある「ビル＆
メリンダ・ゲイツ財団」の本部（米国シアトル）で実施さ
れ、撲滅の現状が発表されるほか、決意を新たにす
るイベントとなります。
昨年同様、世界中で実施される世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰにちな
んだｲﾍﾞﾝﾄの登録も行われており、日本からは現在 91
件（9 月 11 日現在）が登録されています！こういった
ｲﾍﾞﾝﾄの実施には準備時間がかかるものですが、今
回のﾌﾞﾛｸﾞでは準備にあまり時間をかけなくてもできる、
世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰｲﾍﾞﾝﾄや活動のｱｲﾃﾞｱをご紹介します。
■ライブ中継のビューイングパーティを開く
日本時間 10 月 25 日午前 6 時半から始まるイベント
のライブ中継をみんなで見る「ビューイングパーティ」

を開きましょう。中継はポリオ撲滅支援サイト
（endpolio.org/ja）からご覧いただけます。朝 6 時半は
早すぎる、という方もご心配なく。イベントの様子は録
画されますので、通常の例会で録画映像を流すことも
できます。録画映像もポリオ撲滅サイトからアクセス可
能です。
■「世界を変える行動人」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの素材を利用する
新しい公共イメージキャンペーン「世界を変え
る行動人」では「ロータリーと共にポリオをなく
そう」というフレーズが入った広告をご利用いた
だけます。ブランドリソースセンター
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP）から「世界
を変える行動人」をクリックして広告をダウンロ
ードしましょう。この広告をカラー印刷すれば駅
前や商店街での即席の募金活動に利用できます。
■地元でのスポーツイベントやお祭りに参加する
スポーツの秋、地元ですでに予定されているスポー
ツイベントやお祭りを調べてみましょう。そこで簡単な
ブースを設置して、ポリオ撲滅のための募金を行うの
も一案です。その際、上記の広告やポリオ撲滅支援
サイトからダウンロードできる各種リソースを利用しまし
ょう。また、ソーシャルメディアで情報を拡散するのもよ
いでしょう。世界ポリオデーだけでなく、ポリオ撲滅へ
の一般的な認識を高めるために、ソーシャルメディア
でキャンペーンを実施してみましょう。各会員がフェイ
スブックやツイッターなどのソーシャルメディアページ
で、ポリオ撲滅についてのポ
スティングをします。その際、
ハ ッ シュ タグ 「 #endpolio 」 や
「#thisclose」を加えることを忘
れずに。
ポリオ撲滅まで「あと少し」。
世界からポリオをなくすには、
皆さん一人ひとりからのご支

援が必要です。どんな小さな活動（イベント）でも、周
りの人のポリオ撲滅に対する認識を高めることができ
ます。ご協力を、よろしくお願いします！
世界ポリオデーにちなんだイベントの登録は、サイト
にご入力いただくか、E メール
（globalcommunications@rotary.org ）で情報をお送り
ください。

幹事報告

浜野幹事

・『第６回 日台ロータリークラブ親善会議のご案内』
・『青少年を育てる狭山市民会議第４回理事会報告』
・１０月２１日（土）ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 御協力お願い致します
・１１月１４日（火）、１５日（水） 家族同伴親睦旅行
・受贈会報 入間南ＲＣ 所沢ＲＣ
・回
覧 ＡＡＲニュース １０月号

｢外来卓話｣･････
2017-18 年度 国際ロータリー
第 2570 地区 第 3 グループ
ガバナー補佐 木川一男様
（飯能 R.C.）
第 3 グループ、11 クラブございますが今日が 11 番
目、最後のガバナー補佐訪問になります。1 番目が新
狭山ロータリークラブでしたので、狭山から始まり狭山
で終わるといった感じでございます。
1993 年 5 月 18 日創立との事で 24 年の流れがある訳
ですが、関係書類を拝見させていただきまして、それ
なりの歴史を感じる次第です。
過日、ガバナーの細井様は、財団のアーチ・クラン
フ・ソサエティに 25 万ドル（2,800 万円）を寄付されたと
の事、唯々驚いております。
木川一男経歴について
昭和 21 年 日高市「高麗小学校卒業」その後旧制
「飯能中学校」を経て男女共学の第 1 期生となる「飯
能高等学校」を卒業、そして昭和 32 年「中央大学第
一経済学部」を卒業。
中学校 1 級、高校 2 級の教員免許も取得いたしまし
た。
現在、埼玉県飯能市において、靖和会グループの
会長を務めております。
4 人の子供達はすべて医師となり、それぞれの配偶
者も 3 人が医師で 1 人が薬剤師であり、計 7 名の医
師と 1 名の薬剤師すべて医療に携わっており、私は、
そのまとめ役として今も精力的に飛び回っておりま
す。
また、平成 10 年 4 月に社会福祉法人靖和会を設立、
狭山市柏原の「つつじの園」、狭山市入間川の「第二
つつじの園」、入間市宮寺の「入間つつじの園」、合
計 3 施設 328 床の理事長に就任し、現在に至ってい

ます。
長男 浩志は『医療法人靖和会 飯能靖和病院』の
理事長を、二男 泰宏は『医療法人泰一会 飯能整
形外科病院』の理事長を、三男 好章は『医療法人好
友会 飯能老年病センター』の理事長を務めておりま
す。
これらの靖和会グループを合わせますと、3 病院、4
つの老健施設、3 つの特別養護老人ホームを有し、
総ベッド数 1683 床、職員総数 1,750 名を数える規模
となっております。
さらに現在、医療法人泰一会では、川越市にて老
健「はつかり」100 床と和光市にて『和光リハビリテーシ
ョン病院』45 床を建設中でございます。
また、長女の典子は武蔵野市吉祥寺で『レディスクリ
ニック』を夫婦で開業しております。
公職では、平成 18 年 6 月より 11 年間「飯能市民環
境会議」の会長に就任し現在もその職にあります。ま
た、平成 16 年 12 月より現在まで 13 年間、
飯能市久須美の「飯能グリーンカントリークラブ」の理
事長職に就任。加えて、母校中央大学においては、
中央大学商議委員を 3 期 12 年務めております。また、
中央大学 OB 会であります飯能日高白門会会長を平
成 4 年 8 月より平成 28 年 6 月まで務め、現在は名誉
会長となっています。
飯能ロータリークラブにおいては、平成 2 年 1 月に
入会、平成 21 年 7 月に第 46 代会長を務め、創立 45
周年の際には、記念大会を担当。地区へは平成 15
年から 20 年までの 6 年間、ロータリー財団部門補助
金委員会に所属、うち 4 年間は副委員長を務め、平
成 22 年 GSE 委員、平成 24 年 RLI を受講しました。
趣味はゴルフと柔道でございます。今から 45 年前の
昭和 47 年飯能ゴルフクラブのクラブチャンピオンを取
得。そして、柔道は講道館 5 段でございます。
平成２３年５月、二男の整形外科医に腰部脊椎管狭
窄症の手術を受け腰にインプラント５本が入っていま
す。ゴルフのプレーには差し支えありませんが、１０分
以上立っていますと下半身に違和感を覚えますので
椅子に座らせて頂き話をさせて頂きたいと思います。
この度、ガバナー補佐の大役をお受けする事となり、
年齢も天皇陛下と同じ後期高齢者です。振り返り自分
の人生は何だったのだろうか？と思う時があります。
抽象的な言い方ですが、私なりに答えは、人生は人と
人との出会いであると思います。私もこれまでの人生
を振り返ると、こうした縁で導いてくれた人が５～６人
居ます。
その中の一人、大学の先輩の新井清平さんからロー
タリーへの入会を勧められ、平成２年１月に入会しま
した。先輩は、今でも怖い人との印象を持っています。
飯能市では旧家ですし、私もロータリアンは町の旦那
衆、金持ち財産家の集まりだと思っていました。入会
に際し、入会した以上はまじめに出席し時に思わぬ
事故があっても他クラブに出席しメーキャップをするよ
うに云われ出席は義務であると言われました。しかし２
８年の長い間、中だるみの時期もありましたがどうにか
今日までロータリアンでいられた事、出席もさる事なが

ら皆様の友情に支えられたと思っています。
ＲＩの会長のイアンＨ．Ｓ．ライズリーさんは「ロータリー
に変化をもたらす」をテーマに掲げられました。そして
２５７０地区のガバナー細井さんは「ＲＩ戦略計画をみ
んなで一緒に実行しよう」をテーマに１９条を発表され
ました。ガバナー補佐の私の立場はガバナーの方針
を各クラブに徹底させるのがその役割ですので１９項
目、よく理解の程お願い致します。
ガバナーは地区の役職でＲＩの役員として各クラブ公
式訪問しますが補佐はクラブ訪問として位置づけられ
ています。昔の規定では分区代理を云う役職がありま
したが、１９９８年、地区リーダーシッププラン（ＤＬＰ）
が廃止されガバナー補佐と云う役職が生まれました。
或る雑誌に日本ロータリー会員ピーク時から３３％減
ったと書かれていました。ロータリーは今世界に１２３
万人の会員がいますが、会員が減少しています。例
えば、ポールハリスが創ったシカゴロータリークラブ会
員が半分に減っていると言われてます。先進国では
会員が減少、発展途上国や後進国では増えていると
のことです。
例えばこの２５７０地区、ピークは平成６年から平成８
年、田中一郎パストガバナー、金子千侍パストガバナ
ー時代、会員数は同数の２８３８人、２０１７年３月現在
１６５５人、単純計算で１１８３人の減少、驚く数字を感
じます。或る会合で、会員の伴侶を入会させたら倍に
なるよねと冗談を言った人がいましたが、前年の前嶋
パストガバナーも会員増強を在任中の第一項目あげ
ました５０数名の純増とのことでした。勿論、退会があ
り減少もあるわけです。
今期ＲＩの会長の言葉で、５０名以下のクラブは純増１
名、５０名以上は純増２名との事、又女性会員の純増
として会員５０名以下のクラブは少なくとも１名を、会
員５１名以上のクラブは少なくとも２名の純増を目標と
させて頂きたいとの事です。大分前にＲＩの会長をさ
れていたビチャイ・ラタクルさんの言葉に「ロータリーの
基本に返ろう」「会員はその職種を代表する人、それ
が今、非常に薄れてきておるのではないか？職業の
分類の重視が大切だ」と申されたとの事です。又、歴
代のＲＩの会長の中には「ロータリーは慈善団体では
ありません。発展途上国の援助が目的の団体でもあり
ません。金集め、人集めが目的の団体でもありません。
ロータリーの本質には、素晴らしい魅力がある。それ
を確かめ、再発見して欲しい」と申されたとの事です。
また、世界中で各クラブ 4 つのテスト言葉が書いてあり
斉唱しますが、それを実際に実践しているか？は問
題です。実践して下さいとの事です。そして、戦前の
ロータリアンは財界トップの人達もあだ名で呼び合う
仲間で、知人ではなく友人の集まりだったと云う記録
があるそうです。そして、ロータリアンは友情をとても
大切にしていたそうです。このロータリーの心は是非、
受け継ぎたいものです。
ロータリーとは何か、１００人のロータリアンに聞けば、
１００通りの答が返ってくるだろう。しかしもしロータリー
が、より寛容で、より他の人の良さを認め、より他の人
と親しく交わり、助け合うようにしてくれるなら、そして、

人生の美しさと喜びを発散し伝えるようにしてくれるな
ら、それが我々の求めるロータリーのすべてである。
それ以上ロータリーに何を求めるのであろうか、との
事です。
ロータリーは、１１２年以上の歴史の中で１００年もの間、
一業種一人で通して来ました。ごく最近一業種５人ま
で良い、あるいは会員数の１０％まで良いと云う事に
なった。そうすると一業種一人の原則はどこかに消え
てしまいます。勿論クラブは自主性を持っていますか
ら一業種一人、せめて二人か三人とかに留めておく
べきではないかと思いますと申しています。或るロー
タリーの雑誌の中でも、もう少し各クラブが自主性を持
たなきゃだめだ。ＲＩが右に旗を振ったら右へ向うと云
う傾向が現在強くなり過ぎている。ですからクラブの自
主性、ロータリーとは何ぞやと云うのを踏まえた自主
性、それが大切だと書かれていました。そしてロータリ
ーの心と原点を、大切にしなければロータリーは衰退
するとの事でした。まさに今、ロータリーは崖っぷちに
立たされている。それに近づきつつあるとのことでした。
世間ではライオンズクラブとどこが違うのだ。ライオン
ズクラブはまさに慈善事業を目的として結成された団
体です。ロータリー１１２年の歴史の中で前半の６０年
外部活動はほとんどありませんでした。ただし、外部
活動を強く望んだ人たちがいましたが受け入れられな
かった。それでロータリーを脱退し、ライオンズクラブ
を創りました。ライオンズクラブはまさに奉仕活動を中
心に据えた団体です。ロータリーはアイ・サーブ、ライ
オンズクラブはウィ・サーブと違います。
ですから実質、外部活動はロータリーではここ６０年し
ていなかったと云っても良いとのことです。 いわゆる
隠徳（イントク）の奉仕（人に知られないようにほどこす
恩徳の思想）。
それが１９６０年代から変わり、１９６２年インターアクト
ができ、その延長でロータアクトが始まり、青少年交換
が始まり、１９８５年にはポリオ根絶計画が始まった次
第です。日本ではこの頃から米山記念奨学会が非常
に大きくなったとの事です。２０１０年の規定審議会で、
四大奉仕（クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉
仕）から青少年奉仕を加え、五大奉仕になりました。
私は、ロータリーは素晴らしい魅力ある団体だと思っ
ています。各界のそうそうたる方々がロータリーに入っ
ておられ、とくに戦前のロータリーにはまさにビジネス
界の有名人がロータリーに入っておられます。その人
達が何に魅力を感じロータリーの会員になられたか、
それはヴォケーショナルサービス職業奉仕との事でし
た。勿論友情あり民主的な運営もあります。しかしロー
タリーは異業種交流です。異業種の人たちが集まっ
て話を聞き、自己研鑚、自己発展して行く、その中で
時には立派な人とも知り合いになれる。
７月１８日に亡くなられた東京銀座新ロータリークラブ
の日野厚先生は１０５歳でしたが、ご存知の通りロータ
リアンです。亡くなられたその日のＮＨＫのその報道
の中でお悔やみを申し上げた池袋ロータリークラブの
室田明、京都の瀬戸内寂聴さんも徳島南ロータリーク
ラブの名誉会員です。

ロータリーの本質は網領にもあるように、慈善（ジゼン
＝あわれみ助ける事）でなく、倫理性（リンリセイ＝人
として守るべき事柄・人として正しい生き方・道徳）を
大事にする団体です。そして、モラルの高い団体で
す。
元タイの副首相のラタクルさんは、胸につけているロ
ータリーのバッチに是非誇りを持って、人間にとって
人類にとって良い事をする責任があると思って下さい
との事です。
東京ロータリークラブ初代会長の米山梅吉さんは、ロ
ータリーの例会は修養（シュウヨウ＝学問をおさめ、人
格を高めるよう努力する場所）であると云われたそうで
す。
是非、ロータリーを愛し、奉仕をモットーに素晴らし
いロータリーライフを楽しみたいものです。
以 上

第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 木川一男様 本日は宜しくお願
い致します。
益子君 第３Ｇ木川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本日はご指導の程、
宜しくお願いします。
浜野君 第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐木川一男様、御一行様よ
うこそお越しくださいました。本日はご指導
宜しくお願い致します。
東 君 Ｇ補佐木川一男先生、ようこそお越しくださ
いました。
江原君 飯能ＲＣﾊﾟｽﾄ会長、そしてＲＩ第 2570 地区第
３Ｇの今年度Ｇ補佐でいらっしゃいます木川
一男様、本日はようこそお出で頂きました。
御指導の程宜しくお願い致します。今日は
嬉しい事がございます。高田さん、お元気
なお姿よかったです。また例会の楽しみ増
えました。
稲見君 第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 木川一男様ようこそお出
で下さいました。御指導宜しくお願いしま
す。
沼崎君 木川Ｇ補佐、当クラブへようこそいらっしゃい
ました。有難うございます。御指導宜しくお
願いします。
松浦君 第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 木川一男様、ようこそお
出で下さいました。宜しくお願い致します。
小澤君 木川Ｇ補佐、お忙しいところ当クラブに御来
駕下さいまして有難うございます。宜しくご
指導の程お願い致します。
清水君 第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 木川一男様、本日はよう
こそいらっしゃいました。宜しくお願い致しま
す。
高田君 長い間休みまして申し訳ありません。
会員誕生
夫人誕生
結婚記念

菊田君 高田君
野口君
菊田君 清水君

◆次の例会
10 月 17 日（火） 12：30～13：30
第二副ＳＡＡ ： 小林会員 肥沼会員
外 来 卓 話 ： 書道家
福田博子様

