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ガバナー公式訪問にて  

 

 

会長：中山登司男、副会長：夢川善裕、幹事：黒須久雄 

例会日 毎週木曜日 12:30～13:30 （最終例会 18:00～） 

例会場 三高サロン 

事務局 〒346-0003久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

                                           

例会予告他 

8月 24日（木）夜間例会 きのえね 

8月 31日（木） 休会 

9月  7日（木）通常例会、理事役員会 三高サロン 

9月 14日（木） 休会 

9月 21日（木）通常例会 三高サロン 

9月 28日（木）夜間例会 田口屋 

 

 

 

 

 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング 

３．会長挨拶  

４．お客様紹介 

５．卓話 

６．委員会報告 

７．幹事報告 

８．出席報告 

９．ニコニコ BOX 

10．閉会点鐘 

☆クラブ協議会

 

  

 

本日、ガバナー公式訪

問例会に多数の会員の皆

様にご出席いただきありが

とうございます。お忙しい

中、大貫ガバナー、北西

地区副幹事にお越しいただき、心から歓迎申し上げま

す。 

 今月は、４日から６日まで、青森県野辺地町より、

小学生の青少年交換事業が無事に終わりました。   

 

今回は、久喜市が誇る本多静六の痕跡を知る、大変

有意義な交流ができたと思っております。準備をしてい

ただいた友好クラブ委員会、交流会に参加して頂いた

会員の皆様には、大変お世話になりました。無事に終

了できたことを心より御礼申し上げます。 

もうひとつ、献血について、ご報告いたします。今年も

久喜 RC では、７月２２日献血事業がおこなわれま

した。その後、２８日埼玉会館で行われました、彩の

国愛の献血助け合いの集いに出席してきました。この

中で、我がクラブは、厚生労働大臣感謝状をいただき

ました。 

今年は、久喜 RC は４５周年を迎えます。会長方

針といたしまして、参加しやすいロータリー活動を目指し

て。を掲げさせていただきました。歴代会長、会員の皆

様のご尽力によりまして、輝かしい歴史と実績を残して

きました。これからも、その伝統を受け継ぎ、さらに進化

したクラブにしていきたいと思っております。そのためには、

時代の変化と会員の考え方をよく把握して、新しい試

 

会長挨拶：中山登司男 会長 

◆お客様紹介◆ 

夢川善裕 会長エレクト 
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みに挑戦していくことも必要ではないでしょうか。今年度

の RI の テ ー マ は 、 ROTARY ： MAKING  A 

DIFFERENCE （ロータリー：変化をもたらす）、こ

れは 2770 地区の活動方針でもあります。 私は、この

方針に則り、まずは CLUB FIRST.  MEMBERS 

FIRST. の気持ちで、 「より参加しやすいロータリー活

動をめざして」一年間がんばってまいりますので、皆様の

御支援、御協力をよろしくお願いいたします。 

具体的は目標について申し上げます。 

1. 規定審議会の決定を受けて、前年度改正された

細則をふまえ、例会は、月 3回開催を基本といたし

ます。   

2. 理事・役員会に、より力点を置きます。 

3.  例会の出席率向上に努めます。（80%以上を

10回目標に） 

4. 前例にとらわれ過ぎない会運営と、継続事業のあり

方について考えます。 

5. 例会とそれ以外の事業の日程バランスに気を配りま

す。 

6. ロータリーのことをもっとよく知るための研修会を開催

します。 

7. 開かれた例会を開催し、ロータリークラブを PR しま

す。 

以上をもちまして、会長あいさつとさせていただきます。 

 

国際ロータリー2770地区ガバナー 大貫等様 

みなさんこんにちは。上尾西ロータリークラブ大貫等です。今年

度、ガバナーを仰せつかっております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。本年度、私のお手伝いということで、林ガバナー補佐をはじめ、進藤青少年奉仕部門

委員長、青少年インターアクト委員・野口さん、職業奉仕委員・冨田さん、ロータアクト委

員・高橋さん。大勢の方にお手伝いいただいております。本当に感謝を申し上げます。 

地区副幹事 北西 功様 

副幹事の北西でございます。上尾西ロータリークラブに所属しております。なかなか他のク

ラブに行く機会がなく、今回、大貫ガバナーと同行させていただきまして、2つ目のクラブになり

ます。非常に勉強になりまして、こういう機会を設けていただいてよかったなあと思います。本

日は宜しくお願いいたします。 

ガバナー補佐 林 明様 

皆さんこんにちは。午前中、ガバナーと懇談会がありました。会長

と、私は少しだけ横からサポートでお話しさせていただきました。今日こ

れから、ガバナーの卓話と協議会がありますので、時間まで皆さんいっしょに、久喜ロータリー

クラブのために、宜しくお願いいたします。 

 

 

◆友好クラブ◆  野口はやみ 委員長

8月 4日～6日 青少年交流事業（馬門小学生 5名と菖蒲小学生交流会） 

無事に終わりしました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

＜１週間の報告＞ 

◎会長・幹事会 【日時】 8月 7日（月） 出席者：中山会長・服部副幹事 

幹事報告：金田仁志 幹事（代） 

2770地区ガバナー 

大貫 等 様 

2770地区副幹事 

北西 功 様 

第 7G ガバナー補佐 

林 明 様 

委員会報告 
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会員数 48 

免 除 9 

出 席 27 

Ｍ Ｕ 5 

欠 席 7 

出席率 82.05％ 

 

本日の合計  65,000円 

 

＜8 月 例 会 のご案 内 ＞  

日 例 会 会 場 

24 
夜間例

会 

きのえね 18:00～ 

＊送迎バス＊（あやめ会館 17:00発→久喜 au前 17：30発） 

★8月 17日・31日 休会 

 

＜今後の予定・その他＞ 

日 程 行 事 

10月 14日（土） ◎第 16回ロータリー全国囲碁大会のご案内  

受付 9:30～ 点鐘 17:00～20:20  【会場】 浦和ワシントンホテル 

10月 16日（月） ◎地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペのご案内  

【開催コース】 プレステージＣＣ 東・西コース＊各クラブ 4名以上    

10月 27日（金） ◎職業奉仕セミナーのご案内  受付 16:30～ 点鐘 17:00～20:20 

【会場】 浦和ワシントンホテル  

【テーマ】 「そうじから生まれる力とは」  講師：小早祥一郎 

●蓮田 RC例会場の変更について  埼玉りそな銀行蓮田支店３Ｆ MU をされる場合はご注意ください。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆大貫ガバナーようこそ： 

田口博康会員、進藤和夫

会員、中山登司男会員、

林明会員、金田仁志会

員、新井博会員、伴光治

会員鈴木弘道会員、松崎宏会員、尾崎敏彦会員、

野原宏会員、飯島誉夫会員、正倉勝治会員、 

倉持政宏会員、平澤道男会員、加藤久雄会員、

金沢利幸会員、野口はやみ会員 

☆公式訪問例会よろしくお願いします：夢川善裕会

員、 服部智也会員 

☆いつもご迷惑おかけしております：山中和子会員 

 （敬称略・順不同） 

  

 

 

ニコニコＢＯＸ：新井 博 SAA 出席報告：尾崎敏彦 出席委員

長 
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大貫ガバナーより貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。 
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2017-18年度 2770地区

ガバナー 大貫 等 様 

 

 

皆様こんにちは。上尾西ロータリークラブ大貫等と申しま

す。職業分類は獣医療となっております。上尾で33年動物

病院を経営しております。33年獣医をやっていて学んだこと

は、犬の教育と子供の教育は同じである。具体的にいうと、

若い夫婦と子供が来ます。子供が診察室の中をぐるぐる駆け

ずり回ったり、器材をいたずらしたりします。そういう子の犬は、

診察台の上で、ぐるぐる回

ってしまいます。つまり、子

どもと犬が同じです。触ろ

うとすると、噛んできます。

何がいけないかと考える

と、その家族の父親の存

在がない。母親は口うるさくて、立派に育てているつもり。父

親が大人しいと、子供と犬は、好き勝手なことをする。特に

犬は、群れ社会を作って、トップになりたがるので、父親が弱

いとダメである。ロータリアンの場合は、父親が一生懸命仕事

をしているので、家庭の中では、ちゃんと父親としての存在が

あるのではないでしょうか。 

[ロータリー歴] 

1995年上尾西ＲＣ入会 

2001～04年地区青少年交換委員会委員 

2004～05年地区青少年交換委員会委員長 

2005～06年地区財団奨学受入委員会委員会委員 

2006～07年地区インターアクト委員会委員 

2007～08年地区新世代育成・インターアクト委員会委員 

2008～09年上尾西ＲＣ幹事 

2010～11年上尾西ＲＣ会長 

2011～12年地区財団資金推進委員会委員 

2012～13年地区財団ポリオプラス委員会委員 

2013～14年地区財団ポリオプラス委員会委員長 

2014～15年地区財団補助金委員会委員 

2015～16年地区財団補助金委員会委員 

ロータリー入会に1か月、地区執行するのでに1週間考えまし

た。ガバナーになるのに、1日考えました。 

越趣味は自転車です。レースにも参加しております。面白い

のは、年代別に順位がつき、賞品がもらえます。大きな大会

は、豪華な賞品、自転車60万相当やホイル20万相当など

がもらえます。小さな大会に出たとき、2位と3位になりまし

た。その時の商品は、なんと歌舞伎揚げがもらえました。 

国際協議会講演 

さて、国際協議会が2017 年1 月15～21 日、サンディエ

ゴで開催されました。イアン･ＨＳ･ライズリーＲＩ会長の国

際協議会講演は自分が20 年前に国際協議会に出席した

時の事から話し始め、「ロータリーが奉仕することで変化する

ことを目の当たりし、人々の人生に変化をもたらせることを知

った」そして、2017～18 年度ＲＩテーマは「ロータリー：変

化をもたらす」（Making ａ Difference）を発表。 

「ロータリーが奉仕することで変化することを目の当たりし、

人々の人生に変化をもたらせることを知った」「変化をもたら

す」という表現をロータリーでは良く耳にする。世界に、地域社

会に、人々の人生に「変化をもたらす」ために私たちはここに

集まった。2017～18年度ＲＩテーマは「ロータリー：変化

をもたらす」（Making ａ Difference）を発表。３つの

優先項目（＊クラブのサポートと強化＊人道的奉仕の増

加と重点化＊公共イメージと認知度と向上）を念頭におい

ての活動は、自ずとテーマに沿うものとなる。そして優先事項

をまとめるとひとつの言葉になる。それは「持続可能性」です。

（奉仕事業が一人立ちし展開してゆく）環境への取り組み

が進んでいるオーストラリアらしく、地球環境に話を広げ「地

球の持続可能性」とし、７月１日～来年の４月22日の

「アースディ」までに「会員一人ひとりが最低１本の木を植え

ましょう」とし、二酸化炭素を削減し、地球温暖化のスピード

を遅らせるとしました。 

一方３つの優先事項に沿って話が進みます。 

① 「クラブのサポートと強化」では、「男女会員のバランス」と

「ロータリアンの平均年齢」をあげた。男女会員のアンバラ

ンスでは、今のスピードだと50％になるまでに30年以上

かかってしまう。またメンバーの中には拒否する人もいる

が、女性の入会でクラブの多様性が広がり、女性の目線

からの奉仕が出来る。GE539名中103名が女性であ

る、これは19％にあたり平均、世界の縮図となった。

（日本は34名中１名、３％）次に年齢構成ですが、

40歳以下は５％（35歳以下４％）、大半は60歳

以上。10年20年後、ロータリーはどうなっているかを真 
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剣に考えなければいけない。14歳でインターアクトクラブ

に入会し、奉仕活動でロータリーの素晴らしさを知った。

シリコンバレーロータリーＥクラブの現在28歳のミッティー・

チャン氏は「このままだとロータリーを知らない世代が増

え衰退してしまう」「あなたは変化を起こす人になりたい

ですか？それとも変化の犠牲者になりたいですか？」

「いつも同じことをして安心していたいですか？安心で

きるところから出て、未来のニーズに合わせたことをした

いですか？」と問いかけました。 

②「人道的奉仕の増加と重点化」に関してでは６つの重点

分野 

＊平和と紛争予防／紛争解決 ＊疾病予防と治療  

＊水と衛生  ＊母子の健康 

＊基本的教育と識字率向上 ＊経済と地域社会の発展 

における活動の持続可能性を高めることが、影響力を大きく

することが出来ると言います。元ＲＩ理事のアウフランク氏は

「１つ目は、地域のニーズを満たすプロジェクトであること。２

つ目は、ニーズがある人達を巻き込み一緒に活動する。３つ

目は、政府や同じ目的を持った人達や団体と協力体制を組

む。協力体制を取ることにより持続可能なものとなる。受益

者が多ければ多いほど、地域社会が関心を持ち、メディアの

関心も高まります。」財団管理委員長エレクトのポール・ネツ

ェル氏は言います。ロータリーの奉仕活動を行う上で、ロータリ

ー財団はとても重要です。「初めてポリオ発症ゼロになる年度

になる。引き続き監視体制の強化、資金、サポートが必要

性です」そして「ポリオが撲滅した後に、ロータリーは何をする

か、私たちは考えて行かなければならない」と述べた。 

② 「公共イメージと認知度の向上」について「ロータリークラ

ブセントラル」や「ロータリーショーケース」の活用で具体的

な数字が出て来る、ポリオの寄付状況が明示出来る、と

いうことが公共イメージと認知度の向上にも繋がるとしま

した。しかし一方で、マーケチィングを専門とした、ナイロビ

ラビンドン・ロータリークラブのオーティン氏は、「2015年に

15カ国での調査では、ロータリーの公共イメージ、認知

度は良くはなっているものの、組織、ポリオへの取り組み、

青少年プログラムなど、知らない人がほとんどであり、認

知はしているが間違った理解をしている人も多くいた」と

指摘。「私たちはロータリーに関わりたいと思わせるような

ロータリーストーリーを伝えていく必要がある」と。公共イメ

ージと認知度の向上のためのキャンペーン「People Of  

 

 

Action（世界を変える行動人）」を発表。地区、クラ

ブで一貫性、継続性を持ってロータリーブランドを発信し

ていくことが大切」と訴えました。元ＲＩ会長のウイリア

ム・ボイド氏は、ロータリーが大切に守っていかなければな

らない「親睦と奉仕」「独自性」を語りました。「ロータリー

は様々な人々から構成されており、多様な経験、知識

を生かし様々な奉仕活動を行っている。ポリオが良い例

だ。ロータリアンは辛抱強く情熱的だ。同じ志を持った

人々が、友人となって集まり、そこから奉仕活動が生まれ

る」「私たちは奉仕がしたいから活動しているのであっ

て、報いを求めているから奉仕をしているわけではな

い」私たちの価値観、原則を結束するからこそ、ロータリ

ーはとても特別な存在なわけです。マザーテレサの言葉を

引用し、「この世の一番の悲劇は、無関心です」関心

を持ち、活動することはロータリアンにとって大切なことで

す。奉仕、友情、誠実、信頼性、関心は私たちの価値

観であり、それを実行することがロータリーのユニークさで

す。」（ハゲタカと少女）最後にライズリーＲＩ会長は、

「私たちには記録もチャンピョンシップもない。私たちが求

めていることはもっとシンプルなもの。それは世界の人々、

そして私たち自身の人生に変化をもたらすことです。ロー

タリーは世界を変える行動人であるということです。」 

地区活動方針 ロータリー：変化をもたらす 

地区運営方針 新たな行動 新たな感動 

私たちは生きているだけでも、誰かに影響を与えています。増

してや奉仕することにより、相手の人生を変えることが出来

る、同時に自分も変えることが出来る。しかもお互いに良い

方向に変えることが出来ます。つまり良い方向に変化をもたら

すことが 

出来ます。しかし、変化をもたらそうとして行う奉仕活動が、

毎回同じ（マンネリ化やニーズに合わない）だとしたら変

化をもたらすことが出来るのだろうか。 

①新たなことをするために、全会員が協力し団結し、計画立

案し、準備し、実行に移す、これはクラブの活性化に繋がる。 

②新会員の意見を取り入れ、彼らを取り込むことにより、退

会の防止になる。 

③何より「遣り甲斐」「達成感」「満足感」、そして「心地よい

疲労感」。 そこには新しい感動があるはずです。新しい発

想、画期的なアイディアを、是非クラブの奉仕活動にプラスし

てみてはいかがでしょうか。 

「新たな行動 新たな感動」を宜しくお願い致します。 


