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 皆さん、こんにちは。本日は 

 ガバナー公式訪問でたいへん 

 緊張しておりますが、この例 

 会がわがクラブにとってステ 

 ップアップの指針となれば良 

 いと思います。浅水ガバナー 

にはご指導、ご鞭撻のほどよ 

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

皆さん、こんにちは。後ほ 

ど、卓話の中で自己紹介も含 

めてお話をさせていただきま 

す。本日は長い一日になりま 

すが、どうぞよろしくお願い 

致します。 

 

 

 

 

              皆さん、こんにちは。第 8 

              グループで 4 つ目の公式訪 

問です。本日は一生懸命勉強

しましょう。どうぞよろしく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

１．地区より「ローターアクト植樹活動の案内」がきてい  

  ます。 

  日  時：12 月 3 日（土） 

  場  所：宝登山「ロータリーの森」（秩父） 

２．地区より「グローバル補助金審査依頼書」がきていま  

 

 す。（グローバル補助金を使ってプロジェクトを行う 

際には、記入のうえ補助金委員会へ提出する） 

３．地区より「地区大会におけるクラブ事務局員協力のお 

願い」がきています。（本会議、来賓受付、誘導の手伝い） 

  日  時：11 月 13 日（日）am10：00 集合 

  場  所：越谷コミュニティセンター 

４．地区より「キャラバン受入 

のお願い」がきています。 

（国際ロータリー第 2570 地 

区より、さきたま古墳群の 

世界遺産登録推進活動キャ 

ラバン隊として訪問させて 

いただきたいとのこと） 

 

 

■社会奉仕委員会 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

越谷市民まつり参加、たいへんお疲れ様でした。  （代理） 

 

 

 今年度ガバナーを務めております浅水尚伸（よしのぶ） 

と申します。私は吉川町で生まれて地元の小学校を卒業し、 

その後は九段下にある暁星学園で学びました。フランス人 

宣教師が作った学校でフラ 

ンス語教育にたいへん熱心 

です。将来的にはフランス 

語を使った仕事に就くのか 

なぁと思っていましたが、 

もっとどろどろした世界、 

人間関係の中の生き様のようなものを扱って仕事をしたい 

と思うようになり、法律を学ぶため法学部へ入り直しまし 

た。検事を目指しましたが、被疑者を前にした研修で一方 

的に攻めることが苦手だとわかり弁護士の道に進みました。 

 趣味の話をしますと、馬術以外に抜刀や居合をやってい 

ます。仕事で傷害事件を弁護したとき、本人に代わって被 

害者のお宅へお詫びに行った際に飾ってあった日本刀を褒

めたところ、巻き藁を作るから切ってみなさいと言われて 

中村隆雄幹事 

浅水尚伸第 2770 地区ガバナー 

 

浅水尚伸第 2770 地区ガバナー 

佐々岡 修会長 

次月・次週インフォメーション 

11 ／ 1  通常例会 卓話 理事会 

／ 8  通常例会  卓話 

／15 地区大会（12・13 日）へ振替 

 



初めて真剣を握りました。その方は不動一剣流の宗家で、そ

れを機に私は弟子にされてしまい、今は塾頭という立場にあ

ります。そしてもう一つの趣味は、50歳を過ぎてから大型バ

イクの免許を取得して乗っているハーレーです。若い頃から

の憧れでしたが両親に反対され、結婚後は女房の反対で我慢

していましたがようやく夢が叶いました。ただ危険が伴うた

め、ガバナーエレクト年度とガバナー年度は乗らないように

先輩から言われています。身の安全を考えてのことです。 

 さて、私が国際ロータリーのジョン F ジャーム会長にお目 

にかかったのはサンディエゴの国際会議でガバナーエレクト 

研修を受けたときです。1週間の間に 10回の本会議があって、 

全世界にある 540 地区のガバナーエレクトが一堂に会して同 

じ研修を受け、スピーチを聞きました。セッションもありま 

した。「人間の幸福とはなんだと思いますか」という問い掛け 

から始まり、「私は人間というのは人の助けになった、人を助 

けられた瞬間、その喜びが人間にとって一番の幸福だと思っ 

ていますが、皆さんはどうですか？そう思いませんか？」そ 

して「それを幸福というのであれば、ロータリアンはたいへ 

ん恵まれた人たちです。なぜなら、ロータリーは世界中でい 

ろいろな人を助け、それを自分の喜びとして感じています。 

皆さんはその一員です。我々がこうしている間もアフリカで 

はアメリカの医者が難病と闘い、財団のお金を使って世界中 

でいろいろな人を助けているのです。皆さんも大いにプライ 

ドを感じてください。そういうことから考えて、シンプルで 

すが来年のテーマを『人類に奉仕するロータリー』としまし 

た」と発表しました。 

 皆さんはこのテーマを聞い 

たとき、どう感じたでしょう。 

多くの方は当たり前のことを 

言っている、と思ったのでは 

ないでしょうか。しかし、会長はこのテーマにいろいろな意 

味を込めています。その一つは、ポリオを撲滅した後のロー 

タリーが目的を失ってしまってバラバラになってしまうので 

はないか、会長はそれを心配しています。しかし、我々がロ 

ータリアンであり続ける以上、ポリオが撲滅した後もその規 

模以上の奉仕活動を全世界でやていかなければなりません。 

これからも人類に奉仕し続けるロータリーでなければならな 

い、ということを宣言しているわけです。そしてまた同時に、 

「我々はロータリーとして 100 年以上にわたって人類に奉仕 

してきましたが、そのことに対してプライドを持とうじゃな 

いか」と言っています。これからも人類に奉仕し続けるロー 

タリーでなければいけないし、奉仕し続けるロータリーでい 

ましょう、と決意して語っているわけです。 

 会議では先天的に両脚がなく、赤ちゃんのときに捨てられ 

た女性がスピーチをしました。「私の身体を見て皆さんは私を 

助けようとしてくれると思います。とても立派なことだと思 

いますが、私は子供の頃から車椅子が必要だと思ったことは 

一度もありません。親切な皆さんが奉仕をされる側の気持ち 

を考えて奉仕を行えば、皆さんの奉仕活動はもっと素晴らし 

いものになると思います」という感動的なものでした。 

 そしてロータリアンのリーダーシップに関するスピーチで 

は、「ロータリーは全員がリーダーシップを持っていなければ 

うまくいかない。例えば委員長だけがリーダーシップを持っ 

ていれば良いというものではなく全員がリーダーシップを持 

ち、互いのリーダーシップを尊重しながら調和を保っていく、

それがロータリーの姿だ。ロータリアンが求められているリ

ーダーシップは、クラシックコンサートの指揮者が執るリー

ダーシップと同じで、フットボールのコーチが上から下へ命

令して言うことを聞かせるといったものとは全く違います。

事前にいろいろな人の意見を聞いて一つの調和を保ち事に

当たる、それがロータリアンのリーダーシップなんだ」とい

う話をされました。 

 さらにブランディングについても触れ、「ロータリーがブラ 

ンディングをきちんと考えなければ一般の方にわかってもら 

えない。ブランディングで気をつけなければならないのは、 

どこの国へ行っても、どの地域へ行っても同じ色の同じマー 

クが掲げられ、ロータリアン 

の一人ひとりが〝ロータリー 

ってなんですか？〟と聞かれ 

たときに同じような答えが出 

来なければブランディングと 

しては失敗してしまいます。 

それが成功して初めて一般の 

方に知ってもらうきっかけになり、それが出発点なんだ」と 

仰っていました。 

 ロータリーではよくうたを歌いますが、これはあるときク 

ラブ内で意見が対立してギスギスした雰囲気になり、皆でう 

たを歌えば和むのではないかと提案したことがきっかけです。 

国際協議会でもソングリーダーのもとにいろいろなうたを歌 

うようになりました。また、国際協議会の晩さん会や昼食会 

では理事を務めた方がテーブルマスターとして調理品を持っ 

てきてくれたり世話をしてくれます。これは国際ロータリー 

の習慣として行われているということでしたので、地区大会 

の晩餐会でやってみようと考えています。 

 さて、ガバナーは毎年地区にあるクラブを回っていますが、 

これは皆さんのクラブが元気になってクラブを活性化してい 

ただくためのきっかけ作りをするためです。活性化の方法は 

クラブそれぞれに特性があり地域性や歴史もあって一通りで 

はないため、皆さんが自分で見つけるしかありません。クラ 

ブに合った活性化の方法を自分たちで見つけていくためのき 

っかけ作りに伺っているということです。 

 今年はロータリー財団 100周年、節目の年で一般の皆さん

に知っていただく良い機会ですのでロゴを活用して発信して

ください。「ロータリーってなに？」と興味を持ってもらえれ

ばロータリーの存在を認識していただくきっかけになり 

ます。地区ではロータリーと学友との関係を再構築するため

に学友部門を新設しました。学友はロータリーのプログラム

に参加したことがある人すべてを指し、プログラムが終わっ

ても関係が終わってしまわないように設けられたものです。 

 また、今年度は 3年ごとに開かれる規定審議会が開催され

た年でもあります。いくつか変更があり、それを受けて当地

区でも例会回数を 3回にしたり、入会金をなくしたクラブも

あります。これは皆さんのクラブにそれぞれの自主性を持た

せていろいろなクラブを作っていきたいという国際ロータ 

リーの考え方によるものです。均一化されたロータリーでは 

なく個性をどんどん発揮してもらいたい、そうなれば入りた 

いクラブも出てきて人が集められるのではないかという発

想です。ですから、皆さんのクラブも良いところをどんどん 



表に出していただいて輝いてください。そうすれば人は後

からついてきます。私はガバナーという立場になって初め

て地区内のいろいろなクラブを見る機会に恵まれ、クラブ

はそれぞれ違うということを実感しています。個性を持っ

て輝いているところは増強にも成功しています。そういっ 

たところをクラブ協議会でお 

話させていただきたいと思い 

ます。いろいろお話をしまし 

たが残り 8 ヶ月ありますので、 

クラブの良さを前面に出して 

活性化されたクラブを是非作 

っていただくようお願いします。大きなクラブほどいろい 

ろな悩みがあるようですが、中クラブさんは人の顔が見え 

るクラブです。会員が少ないクラブと言われるかもしれま 

せんが、地区から見れば標準的ですし小さいクラブだから 

といって卑下する必要はありません。まとまりのあるクラ 

ブというところを強調して活性化していってください。ガ 

バナーとしてこの一年、皆さんの力添えをしていきたいと 

思いますので何かあればお声掛けください。本日はよろし 

くお願い致します。ご清聴ありがとうございました。 

≪浅水ガバナーを囲んで記念撮影≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スマイル報告          坪井 明親睦委員長 

・浅水ガバナー、小林ガバナー補佐、長澤地区副幹事、中 

 澤ガバナー補佐幹事、ようこそお越しくださいました。 

 ご指導のほどよろしくお願い致します。本日は貴重なお 

話をありがとうございました。      佐々岡 修 

・ガバナー公式訪問、ガバナーをはじめ役員、会員の皆様、 

本日はどうぞよろしくお願い致します。   中村隆雄 

・浅水ガバナー、公式訪問ありがとうございます。大野  弘 

・ガバナー、ガバナー補佐、幹事の皆様、ようこそお越し 

くださいました。今後ともよろしくご指導のほどお願い 

 申し上げます。              浅田修司 

・浅水ガバナー、公式訪問ありがとうございます。ご指導 

のほどよろしくお願い申し上げます。長澤様、次週は卓

話よろしくお願い致します。        小池和義 

・浅水ガバナー、公式訪問ありがとうございます。菊地貴光 

仲 文成、宮坂真志、山川純也、高橋 護、田中のり子 

山下良雄、坪井 明          小計 13,500 円 

■出席報告              坪井 明親睦委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

 19 名 4 名  13 名  － 1名 93.3％ 

■ご挨拶         長澤幸義第 2770 地区副幹事 

来週は卓話に伺います。「未来を見据えて」というテーマ 

で、過去を振り返りながら皆さんとこれからの未来を見て 

いきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。 

＜クラブ協議会＞         進 行：中村隆雄幹事 

■クラブ運営方針            佐々岡 修会長 

今年度は「笑顔でひとつの平和な世界を」をスローガンと 

して活動している。例会に先立って浅水ガバナーから多く 

のアドバイスをいただいたので、クラブの個性を前面に出 

しながら例会に出席したいと思えるようなクラブ作りに 

励みたい。小さいクラブながら一人ひとりがプライドを持 

ち、増強に励みながらクラブを盛り上げていきたい。 

■ＳＡＡ                仲 文成委員長 

来訪者にも「このクラブはいいな」と思っていただけるよ 

う、笑顔で明るい例会場の雰囲気作りを心掛けている。 

■会 計                仲 文成委員長 

不正のないよう厳しくチェックをしながら会計担当者とし 

ての責務を果たすようにしている。 

■ロータリー財団委員会 

  浅田修司米山記念奨学委員長（代理） 

11 月はロータリー財団月間になっているため、プログラム 

を実施して会員の意識の高揚と寄付の増加を図る予定。 

■米山記念奨学委員会          浅田修司委員長 

米山は世界と日本を結ぶ架け橋となり得る人材を育成する 

という目的があり、その目的を達成するため米山奨学事業 

への理解を深めながら根気強く啓蒙活動をしてく。寄付の 

強制はしないが、先ずは 1 人 1 万円程度を目安に進めてい 

きたいと考えている。 

■会計監査            佐々岡 修会長（代理） 

財政細則に基づく妥当で適正な会計処理が行われているか 

審査する。今年度は事務局員が交代したため、適正な会計 

監査が出来るよう進めている。 

■会員増強維持部門          山下良雄部門長 

会員の協力のもと、「入会して良かった」と思ってもらえる 

ようなクラブ作りに努めると共に若い会員を増やしたいと 

考えている。月に 1 度の増強会議で協議を重ねながら、な 

んとか増強を実現したいと思っている。 

■会員増強・退会防止委員会       山下良雄委員長 

増強と並行して退会者を出さないように他の委員会と協力 

しながらしっかり取り組んでいきたい。 

 

― ガバナーのアドバイス ― 

会長が方針として掲げている新会員とベテラン会員の融和 

を図りながら一つの目標に向かって活動する、これがクラ 

ブ活性化の本来の姿でありたいへん素晴らしい方針だと思 

います。楽しい雰囲気を作っていくためにはある程度の規 

律意識が必要ですので、SAA はそういう役割を担っていま 

す。増強に著しい成果を出しているクラブには共通した特 

徴があって、クラブ会員から候補者を推薦してもらい、ク 

ラブ全員がその情報を共有しています。さらにクラブの特  

性を強烈に出しているクラブは増強に成功しています。春  

日部南 RC、大宮シティ RC、大宮西 RCは個性を出しなが 

ら活動を進めている代表的なクラブです。増強に決まった  

方法はありませんが、根気強く広くやっていくことが必要  

と思います。先ずは 30 名を目標に頑張ってください。財 

団・米山については、地区やクラブでやっている奉仕活動 

に留まらず、世界中で行っている素晴らしい活動を是非会 

員に紹介していただいて寄付の増進を図っていただければ 



良いと思います。一度に目標額を達成する必要はありません。

一部の人に偏るのではなく、少しの寄付額でも全員が寄付を

する状況を作ってください。 

 

■親睦委員会               坪井 明委員長 

ロータリーは親睦と奉仕の両輪と教わっており、会員が集ま

ったときは必ず楽しい集まりにしたいという強い気持ちがあ

る。肩ひじ張らず、会員同士がフランクに楽しく絆を深めて

活動をやっていこう、という思いで委員長を務めている。 

■クラブ奉仕・出席・会場委員会     小池和義委員長 

昨年いろいろなクラブを見て回り、今年度は卓話（外部・内

部）を多く取り入れるようにした。会員はもとより来訪者に

とっても学ぶ機会になり、充実した例会になれば会員増強や

退会防止にもつながると考えている。 

 

― ガバナーのアドバイス ― 

管理運営部門は人間で言えば足腰に当たり、クラブとしての

しっかりとしたバックボーンを作る部門です。地味ですが、

これを充実させることがクラブを繁栄させる近道となります。

そういった意味でも卓話を充実させることはたいへん良いと

思います。特に会員卓話はその方の人生を知ることにつなが

り、会員にとって刺激にもなります。職業奉仕の第一歩とも

言われる所以ですので会員卓話を大事にしてください。パス

トガバナーの卓話もお勧めします。中クラブの親睦活動は家

族を交えて行われており、地区としても模範になるようなク

ラブです。 

 

■広報部門               田中のり子部門長 

例会に出席することでロータリーを学び、活動を地域社会に

正しく伝えることが基本的な広報と教わっている。広報と共

にクラブの活性化、楽しいクラブ作りに協力したい。小人数

ではあるが太い絆で結ばれ、大きな人の輪のロータリークラ

ブであると自負している。 

 

― ガバナーのアドバイス ― 

国際ロータリーが最近、一般の方へのロータリー情報の提供

の仕方について結論めいたものを出しています。これまでは

ホームページを充実させたり『友』を使って広報に努めてき

ましたが、効果が見られないため SNSを通じて一般の方にロ

ータリー情報を提供してくださいと呼び掛けています。最近

は情報を facebookにのせてください、インスタグラムにあげ

てくださいというお願いが来るようになっていますので、皆

さんの頭の片隅に置いてください。今年度の規定審議会では

ロータリー会員義務から『友』の購読を外すよう提案があり

ました。これについては否決されていますが、インターネッ

トが充実したことによって情報が得られるようになったため

です。皆さんのクラブでも My Rotaryへの登録を是非お願い

したいと思います。 

■奉仕プロジェクト部門          山下良雄部門長 

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の各委員会が充実した活動を 

行うため様々なプログラムを実施している。会長方針に沿い、

会員と共に豊かなロータリーライフの創生に努めながら活動

を進めている。 

■職業奉仕委員会              高橋 護委員長 

ロータリー歴 3 年で経験が浅くわからないことも多いため、

セミナー等に参加して知識を深めている。一方的に情報を発

信するのではなく、会員同士で話し合ったり情報を提供し合

いながら職業奉仕を理解していきたい。 

■社会奉仕委員会            山川純也副委員長 

地域に根差した社会法を実施することを基本方針とし、市民

まつりでは継続事業である戦隊ショーを担当、ゴミゼロ運動

は家族も参加して地域の社会奉仕活動を行っている。 

■国際奉仕委員会             宮坂真志委員長 

国際理解と親善、平和に寄与することを基本方針とし、今後 

は国際食文化交流会および台北百城クラブとの交流事業を

予定している。会員の協力のもと成功させたい。 

 

― ガバナーのアドバイス ― 

クラブの個性を表現する一つの分野が奉仕プロジェクト部門です。

国際ロータリーは職業奉仕に冷たいのではないかと言われてい

ますが、国際協議会では本会議の 10 のうちの一つは職業の倫

理性・高潔性についての研修でしたので重きを置いていることは

以前と変わっていません。道徳的な意味での職業奉仕は、皆さ

んの倫理観を高めるようなきっかけ作りを提供して自己研鑚の機

会を持っていただくしかありません。地区で作ったDVDを観てい

ただいたり、会員卓話の場を設けることも良いと思いますので職

業奉仕を盛り上げてください。社会奉仕は求められる奉仕を実践

するためにニーズの把握が重要です。また、継続事業の廃止と

新規事業の検討もロータリーの活性化のためには必要です。国

際食文化交流会は地区でも有名になっていますが、最終的には

グローバル補助金事業を皆さんで計画を立てて実現していただ

きたいと思います。 

■報  告             大野 弘地区副幹事 

浅水ガバナーはじめ染谷幹事、小林ガバナー補佐には日頃か

らたいへんお世話になっております。入会から 16 年が経っ

て会長と幹事を 2回、そして 2回目の地区副幹事を経験して

いるところです。日々忙しく活動しておりますが、皆さんも

機会があれば地区へ出て交際を広めていただければ、また違

った楽しみが生まれると思います。 

■所  感           小林 操第 8Gガバナー補佐 

皆さん、お疲れ様でした。ガバナーには事前に中クラブさん

の情報を伝えましたが、和気あいあいとしたまとまりのある

クラブで、全員が何らかの委員を務めているため皆さんがロ

ータリーをよく知っておられてたいへん嬉しく思いました。

委員長として「自分はこれをやりたい」と思っていることが

あると思いますので、計画した事業を全うされますよう頑張

ってください。 

■閉会の挨拶                中村隆雄幹事 

本日は浅水ガバナーにわかり易くお話をしていただき、これ

から活動を続けていくうえでたいへん勉強になりました。こ

れからも一致団結して頑張りたいと思います。 

■謝  辞        山下良雄奉仕プロジェクト部門長 

浅水ガバナーから、中クラブは少人数ではなく標準的でもっ

と人数の少ないクラブはたくさんある、というお話をうかが

って自信を持ちました。ガバナーにはお身体を大切にされて

ご活躍ください。本日はありがとうございました。 
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