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例会の記録

鈴木秀憲ガバナー公式訪問
点
鐘
合
唱
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出席報告

東美栄会長
国歌斉唱・四つのテスト
若松会員 渡邉会員
会員数
30 名

出席者数
23 名

出席率
85.19 ％

会長の時間

東 美栄 会長
＜会長は輪番制？
退会できない事情？＞
11 月になりました。2019-2020
年度の 3 分の 1 が終わりました。
しかし、未だに狭山中央ロータリークラブには会長エ
レクトがいません。このまま次の会長が決まらなけれ
ば、私は責任をとってロータリークラブを辞めることに
なります。これは就任時の公約ですから撤回する意思
はありません。「何も辞めなくても」という声もあります。
しかし、エレクトを会長未経験の全会員（入会 1～2 年

程度の方を除く）に打診した際「絶対にやりません。会
長をやるならロータリーを辞めます」という会員が何人
もいました。その言葉を今度は私が使わせていただき
ます。
「次期会長が決まらなければ、ロータリーを辞めます」
ところが、ここへきて辞めるにやめられない事情ができ
てしまったのです。先週の土曜日。私の携帯に 1 本の
電話がかかってきました。地区の米山記念奨学委員
会の渡邊藤男氏でした。渡邊氏とは何度もお会いし
ていますから、お互い面識はあります。その渡邊氏か
ら次年度の米山記念奨学金委員会の地区役員を頼
まれてしまったのです。
「ロータリークラブには『ハイ』と『イエス』しかない」先輩
諸兄から伺っていた私はまたしても、その場で承諾し
てしまいました。清水幸彦パスト会長から、とある例会
の後に会長エレクトに誘われ「私でお役に立てるので
あれば」と即答。後で知ったのですが通常、会長エレ
クトの承諾を得るにはそのターゲットの自宅や職場に
何度も、何度も、訪問。しつこく、しつこく、説得するの
だとか。「その場で承諾」なんてありえないのだとか。
私は「会長というのは輪番制であり、会員の誰もが担

うもの」と思っていました。したがって声がかかった時
も「私の番が回ってきたんだ」そう思い承諾したのです。
当然、私の次の会長（現時点では会長エレクト）もす
んなり決まるものだと思っていました…。
さて、ここで「米山記念就学金」についてお話しします。
この奨学金は日本独自の制度です。財源はすべてロ
ータリアンからの寄付。勉学、研究を志して日本に在
留している外国人留学生に対し返還を必要としない
奨学金を支給。さらに学生の一人一人に個別のカウ
ンセラーが付くという実にユニークな制度です。日本
のロータリーの父・米山梅吉にちなんで 1952 年に東
京ロータリークラブが「米山募金」としてはじめました。
ただし寄付の第 1 号は日本人からではなく、東京 RC
の例会に常連だったアメリカ人のウィリー・ネルソン氏
でした。奨学生の第 1 号は東京大学に留学していた
タイ人のソムチャード・ラタナチャタ君。
米山記念奨学会の目的は「経済支援ではなく、優秀
な人材（留学生）を支援すること」です。
「太平洋戦争の反省から日本は二度と戦争をしない
平和国家となったことを知ってもらう。そのために優秀
な留学生を支援する。優秀な彼らは帰国後、それぞ
れの国で要職に就く、その時ロータリークラブを通し
て日本と日本人に良いイメージがあれば、それは日
本の国益につながる」米山記念奨学会にはそんな願
いがあります。私も留学生のカウンセラーをさせてい
ただきました。その時の学生とは今も交流が続いてい
ます。

委員会報告
・社会奉仕委員会
< 浜野貴子 委員長 >
10 月 19 日フリーマーケットの会計報告
収入 163,545 円
支出 51,032 円
利益 112,513 円
・Ｒ情報・雑誌委員会
< 稲見淳 委員長 >
「ロータリーの友 11 月号」の紹介
【横組み】
RI 会長メッセージ（P3）
特集 ロータリー財団月間
世界でよいことをする（P7-13）
【縦組み】
ロータリーアットワーク
新狭山 RC テーマはポリオ根絶インター
アクトが説明（P23）

卓 話
国際ロータリー第２５７０地区ガバナー

鈴木秀憲

様

そんな米山記念奨学会の地区役員です。心を込めて
務めたいと思っています。でも、私はロータリークラブ
を辞めるかもしれない。すべては次期会長が決まるか
否かにかかっています。

本日のお客様紹介
< 佐々木康 副会長 >
ＲＩ第 2570 地区ガバナー
鈴木秀憲 様
ＲＩ第 2570 地区第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補佐 徳永眞澄 様
ＲＩ第 2570 地区地区幹事
藤倉 武 様

幹事報告
< 菊田邦彦 幹事 >
・理事会で 12 月のプログラムが承認
・日本のロータリー100 周年実行員会より「記念
ﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ」の申込み案内
・2020 年 3 月 6 日開催「第 7 回日台ロータリー
親善会議福岡大会」参加申込み案内
・受贈会報 飯能ＲＣ
所沢中央ＲＣ
・回
覧 学友会ニュース 第 4 号
ＡＡＲニュース 11 月号
新所沢ＲＣ 例会変更のお知らせ

■国際ロータリー会長講話（’19.1.14 国際協議会）
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。⇒会員増強
2. ロータリーの活動と家族の時間を補完させる。
⇒柔軟性
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。
⇒柔軟性
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。
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分
自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、
人々が手を取り合って行動する世界を目指してい
ます。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・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々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。
■会長テーマを受けて 地区テーマは
つなげる：未来へつなぐ
 組織の未来へつなげる組織運営を！ガバナ
ーの早期選出 地区戦略計画の第 1 歩
 個人の未来へつなげる奉仕活動を！
奉仕する事は個人の未来の為
■地区のサブテーマ
変化 変える（基本に返る）
 長い間に周囲の状況は変わっている
常に周囲の状況に応じて変化しているもの
は進化であり問題ない
しかし、周囲が環境変化しているのに対応
出来なかったり、或は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
■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
クラブ運営に柔軟性を！
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！
必ず自分の将来の為になる！
■ロータリーの目的
意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励しこ
れを育む
第1
第2
第3
第4

知り合いを広め奉仕の機会とする
ロータリアン各自の仕事を高潔なものに
社会生活に於いて奉仕の理念を実践する
世界組織で国際理解・親善・平和を推進する

簡単表現（RID2570 の例）
自分自身と自分の職業を磨きながら地域や国際社
会に奉仕する団体です。貴方も参加しませんか？
■ロータリーの目的の簡単表記
自分を磨く 自分の人格を高める。単に高学歴・
高収入という事ではない。
仕事を磨く 地域の役に立つ仕事をする。高潔性
を念頭に。単に会社を大きくする・利益を上げる
事ではない。まして有名な会社（上場企業）にす
る事でもない。但し、職業の観点からは上場企業
を目指すべき。

地域社会で奉仕 他の人や団体或は自治体等の目
が届かない事・手が届いていない事に着目、実施
する。目立つことをする事ではない。
国際社会で奉仕 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）
■ロータリーの広報（公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上）
ロータリーは、ロータリアンが思っている程には、
世間の方々に知られてはいません。
だから広報が大切。そして広報の方法より内容が
大切です。
ロータリーの説明をした後で (その一環としての）
夫々のクラブの社会奉仕等について話をする
⇓
ロータリーの目的と、夫々のクラブの奉仕活動
の関連性を理解して頂ける
■だが、しかし
どんなに旨い事を言っても、世間の人はその人の
云っている事よりもその人の行動を見ています。
団体の場合は構成員を見ています。だから私たち
は日頃の言動に注意する必要があるのです。
日頃の言動に留意するべき行動規範
5 つの中核的価値観
奉 仕 SERVICE
親 睦 FELLOWSHIP
多様性 DIVERSITY 高潔性 INTEGRITY
指導力 LEADERSHIP
■ロータリアン自身が広告塔
ロータリアン自身が広告塔です。私生活でも活き
活きと輝いて活動して下さい。そして、自分自身
と自分の職業を磨いた上で、地域や広域での業界
活動でも、或は地元商工会や商工会議所でも、法
人会、労働基準協会等でも活躍して下さい。そし
て経済活動以外の地元の自治会活動・消防団・交
通安全協会等、ロータリー以外の地域団体でも活
躍して下さい。
「さすが市民のリーダー」と言われ
るように！間違っても「ロータリーで忙しいから」
と言って地域での奉仕を疎かにはしないで下さい。
■広報する場合の留意点（クラブ）
同一地域に数クラブが併存する場合には（広報の効
果を考えるなら）
、協調した事業をアピールすべきで
す。
（ポリオ撲滅(根絶）は分かり易い)地域社会でも協
調した事業を考えて下さい。この事は、各クラブ
の奉仕事業を規制するものではありません。
■社会奉仕で留意すべき点１ 見直し
長年に亘って行ってきた奉仕活動もたまには見直
しをして下さい。奉仕活動を始めた時と今とでは、
社会情勢も大きく変化しています。
 地域で必要とされているか？必要でない事を
行っていると単なるマスターベーションです。
 自治体や他の団体が行っていないか？見直し
た結果必要なら是非継続して下さい。
■社会奉仕で留意すべき点２ 共同・協力・委譲
地域にとって必要だけれど、クラブとして事業が
大きすぎて負担が多い場合は、他のクラブと合同
で、又は他の団体と共同で行う事も検討したら如

何でしょう。こうすれば他団体の理解を得易い。
地域にとって必要で、長年に亘って行うべき事は、
自治体と協力、若しくは委譲する事も考えるべき。
そうすれば新しい奉仕活動が可能に！
■10 月 24 日は世界ポリオデー
ポリオ常在国は 2 カ国になりました。
ポリオ予防には 1 回 5,000 円×4 回の予防接種
ポリオ根絶は全世界の熱望 WHO UNICEF ROTARY
10 月 24 日に RID2770 と共同で読売新聞に掲載

皆様も広報を！
＊プロジェクターを使ってとても有意義なお話しをして
頂きました。終始優しいお顔と柔らかなお声でしたが、厳
しいお言葉もいただき、背筋が伸びる緊張感ある例会とな
りました。本日はお越し頂きありがとうございました。

東君

2570 地区ガバナー鈴木秀憲さま、ガバ
ナー補佐徳永眞澄さま、地区幹事藤倉
武さま、狭山中央 RC へようこそいらっ
しゃいました。
菊田君
ガバナー鈴木様、ガバナー補佐徳永様、
地区幹事藤倉様、本日おいそがしい所
狭山中央 RC にいらして下さりありが
とうございます。よろしくお願いしま
す。
江原君
第 2570 地区ガバナー鈴木秀憲様、第 3
グループガバナー補佐徳永眞澄様、地
区幹事藤倉武様、ようこそお越し下さ
いました。本日は御指導の程宜しくお
願い致します。
古谷君
鈴木ガバナー様、本日はありがとうご
ざいます。よろしくお願い致します。
浜野君
第 2570 地区ガバナー鈴木秀憲様、よう
こそお越し下さいました。本日は宜し
くお願い致します。
稲見君
第 2570 地区鈴木秀憲ガバナー、今日は
ようこそ当クラブにおいでくださいま
した。御指導宜しくお願いします。
栗原(憲)君国際ロータリー第 2570 地区ガバナー
鈴木秀憲様、ようこそおいでください
ました。
栗原(成)君鈴木ガバナー様、本日はありがとうご
ざいます。
益子君
RI 第 2570 地区ガバナー鈴木秀憲様、
地区幹事藤倉武様、本日はようこそい
らっしゃいました。本日のガバナー公
式訪問よろしくお願いします。
宮岡君
国際ロータリー第 2570 地区ガバナー
鈴木秀憲様、狭山中央ロータリークラ
ブへようこそお出で下さいました。お
話し楽しみにしています。

沼﨑君

鈴木ガバナー、狭山中央へようこそい
らっしゃいました。よろしく御指導下
さい。
小幡君
鈴木秀憲ガバナー様ようこそ。当クラ
ブ訪問ありがとうございます。指導よ
ろしくお願いします。皆さんクラブ協
議会大いに討論しましょう。
佐々木君 国際ロータリー第 2570 地区ガバナー
鈴木秀憲様、同じくガバナー補佐徳永
眞澄様、同じく地区幹事藤倉武様、お
忙しい中当クラブへおいでくださり、
ありがとうございます。本日はご指導
のほど、よろしくお願い致します。
柴田君
今年度鈴木秀憲ガバナー様、本日は宜
しくお願いします。
田端君
RI2570 地区ガバナー鈴木秀憲様、地区
幹事藤倉武様、ようこそ狭山中央 RC に
お越し頂きました。そして先程はご指
導ありがとうございました。感謝
若松君
鈴木ガバナー、本日は宜しくお願い致
します。
渡邉君
鈴木秀憲ガバナー、本日は当例会にお
越し頂きありがとうございます。どう
ぞ宜しくお願い致します。

クラブ協議会
1）決算書について
2）フリーマーケットの開催と継続の検討
の 2 つのテーマで沼崎正徳ＤＬによるＲＬＩ方式
討論会を行いました。

◆ 次の例会 ◆
12 月 10 日（火）
第 2 副 SAA：古谷会員 浜野会員
会員卓話：沼﨑正徳会員
12 月 17 日（火）
ｸﾘｽﾏｽ＆年忘れ家族同伴夜間例会
於）喜代川

