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第２４９９回 ２０１９年５月２３日(木) 例会報告

ＢＧＭ ジェイク・シマブクロ 「ライブ･イン･ジャパン」

○司 会 寺嶋 功 ＳＡＡ

【開会点鐘】12時30分 坡山浩二 会長

ロータリーソング
「四つのテスト」
ソングリーダー
西川哲造 会員

来訪者紹介
第２７５０地区パストガバナー

ロータリー･センター・ホスト・エリア・コーディネーター
水野 功 様

会務報告 坡山浩二 会長
1．今週は今日も外はかな
り暑いですが、週末に
かけて30度を超えると云
うことです。身体がまだ
暑さに慣れていない時
期です。お気を付けて
頂ければと思います。

2．5月9日(木)に第１回クラブ長期戦略計画会議が開催されま
した。様々な議論がなされました。一つは効果的なクラブ運
営に関する意見交換として会員増強についてです。現在
候補者が数名上がっております。
向山会員から国際奉仕、青少年奉仕は他クラブと比べても
良いと思いますが、地元に根ざした地域社会奉仕は弱い、
向山年度になりましたら動いていくものと思いますのでご協
力をお願い致します。

3．5月25日(土)・26日(日)に「あきしま郷土芸能まつり」が開催
されます。皆様もぜひご参加をお願い致します。

4．来週5月30日(木)は当館においての例会はありません。「親
睦旅行」になります。静岡県・舘山寺温泉に行って皆さんと
大いに親睦を深めたいと思います。

5．皆様にお手元に資料「野村会・昭和の森病院」をポスティ
ングさせて頂きました。ご確認下さい。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．“ガバナー月信”、“バギオだより”を回覧用フ
ァイルに綴じてあります。

2．“マンガ 日本ロータリークラブの父 米山梅
吉ものがたり”と“ポール・ハリスものがたり ~
世界に友愛の輪を築いた偉人”の２冊、漫画
本の案内が来ております。ご興味のある方、
ぜひご購入下さい。

3．5月28日(火)「若手の会」参加ご希望の方はお申し出下さい。

野村会・昭和の森病院」について説明をされている野村会員と坡山浩二会長

チーム報告
親睦活動出席チーム

社会奉仕･職業奉仕チーム
「多摩川クリーン作戦」報告
荒巻正康 チームリーダー

5月12日(日)
に開催されまし
た。当日は15名
ほどの皆様にご
参加頂きました。
皆様のご協力ありがとうございました。

ガバナー補佐報告 安保 満 ガバナー補佐
ロータリーデー報告

5月12日(日)にサントリー
ホールで開催されました。
多摩中グループは「現
在の自分と未来の自分
の繋がり」という事で3年後の自分に手
紙を書こうと云う取り組みをしました。3

00名の方にご協力頂きました。
当日は坡山会長、畢幹事、金井会員にご来場頂
きました。
多摩中グループＩＭの報告

皆様方のご協力を頂き無事に終えることが出来ました。グ
ループの会長、地区役員の方からお礼のメールを頂きまし
た。皆様には感謝しております。ありがとうございました。

青少年奉仕チーム 雨倉寿久 委員
昭島ＲＡＣ例会報告
5月12日(日)のクリーン作戦の後にＲＡＣ全員

が揃って例会を行いました。クラブより菊池チー
ムリーダー、植松委員と私(雨倉委員)が参加し
ました。

ローターアクト地区年次大会報告
5月18日(土)に六本木ヒルズで16クラブが参加して活動報

告がありました。昭島ＲＡＣは伊藤君が素晴らしい発表を致し
ました。活気のある素晴らしい１日でした。
地区親睦ゴルフ決勝大会

斉藤 貢 ゴルフ部会長
5月17日(金)八王子Ｃ.Ｃで101名の参加で行

われました。18組中5位の成績でした。又、6月28
日(金)に昭島中央RC合同コンペが行われます。

出席報告 髙橋文博 委員
会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５３名 ６名 ４７名 ３９名
事前メークアップ 本日の出席率

２名 ８９.８％
事前メーク 岡本会員・植松会員・向山会員

菊池会員、小山(満)会員
メークアップ なし



、

【卓 話】
卓話講師紹介 坡山浩二 会長
＜水野功パストガバナーのプロフィール＞
生年月日 1953年２月６日
経 歴
慶應義塾大学及び慶應義塾大学ビジ
ネススクール卒業
株式会社イトーヨーカ堂 入社
日野自動車販売株式会社 入社
千代田運輸株式会社入社、代表取締役に就任 現在に至る
主なロータリー歴
東京飛火野ロータリークラブ入会（チャーターメンバー）
東京飛火野ロータリークラブ幹事、会長の就任を経て
第2750地区ガバナーに就任 ※詳細は配付資料でご確認下さい。

テーマ「魅力あるロータリークラブに向けて」
第２７５０地区パストガバナー 水野 功 様

本題に入る前に坡山さんから頂
いたメールをご紹介します。
「ロータリーは大きな転換期を迎え
ているように思います。ロータリー
で変えてはいけないもの変えなけ
ればならないものがあるでしょうけ
れども、この辺りは各ロータリークラ

ブ、地区によっても様々と思います。私が危惧していることは
ロータリアンの質の低下です。ロータリアンに相応しい人が入
会し、ロータリーアンはその言動に自覚と覚悟が必要であると
考えております。最近は会員増強を最優先するあまり、そうで
はないような状況にあるような気がしております。今日の卓話
はロータリーで本質で変えてはいけないもの変えなければな
らないもの、ロータリーアンの自覚と責任、又そこから得られる
ものをお話し頂ければと思っております。」と頂きました。
始めに私とロータリーと云う事でお話しをさせて頂きます。

30年前に飛火野ＲＣの創立会員として入会し今日に至ってお
ります。父は34年前に亡くなりましたが日野ＲＣの創立メンバ
ーでした。当時は一業種一人で、すでに叔父が入っていて入
れませんでした。父の友人から飛火野ＲＣ創立の話しを頂き
一に二もなく憧れでしたから入会しました。当時のＲＩ会長のテ
ーマは「EnjoyRotary～ロータリーを楽しもう～」は忘れる事は
ありません。先輩から云われていたことはロータリーは単年度
制で委員会は全部一年だから絶対に断ってはいけないと云
われていましたが、良く単年度生の弊害などよく云われます。
お話しする際に私は「単年度制は嘘だよ」と云っています。

私は今パストガバナーですが、バストの名前がついた途端に
終わりがなくなりました。私は考え方を改めバストは「始まり」と
捉えています。ですから安保さん、井上さん、そして坡山会長
は次が始まると思って頂いた方が良いと思っていて、会員皆様
もぜひそういう思いで活性化につながっていくと考えています。
時代の変化は、バルブ経済の崩壊で13万人の会員は現在

9万人を切っています。次年度からは日本のロータリーは3ゾ
ーンあったものが2.5ゾーンになりＲＩ理事は2名から1名になっ
て発言権の大幅に低下などがあります。その他に少子高齢
化、女性の社会進出、インターネット社会の進展などもあります。
アンケートから見たクラブ課題として見ますと、会員の高齢

化、会員の減少、会員候補者不在、例会出席の低下などが
あり、現在も女性会員に対する根強いアレルギー地域によっ
てあります。運営上では例会・委員会活動のマンネリ化など大
きな障害になっています。
ロータリーの魅力は、ローリーの目的(綱領)四つのテストを

大事にしたい、1業種1人を大事にしたい、ロータリーの心と原
点に立ち返る等がアンケートにありました。
日本のロータリークラブ100周年は、東京ＲＣが1920年に米

山梅吉翁の尽力により創立されました。私は今100周年記念
の事務局長という立場でおります。2020年11月24日(火)にプリ
ンスさくらタワーで式典を行います。

質疑応答
篠 易男 会員
今日は大変ありがとうございました。年初に坡

山会長から「原点にかえろう」を頂き熟読させて
頂きました。大変な懐かしかったのは分区代理の
遠藤さんと一緒にさせて頂いた年度で、遠藤さん
の思いはわかりますので感銘致しました。

安保 満 ガバナー補佐
私も水野パストガバナーの考え方に大賛成で

特に質問はありませんが、ロータリー財団委員長
としてよろしくお願い致します。

閉会点鐘 坡山浩二 会長

例会案内
６月２日(日)・３日(月)
第2500回例会記念

親睦旅行

水野パストガバナーのご来訪を心より歓迎申し上
げますと共に楽しみにしております。

北川会員 水野功パストガバナーのご来訪を歓迎し感謝申し
上げます。本日の卓話宜しくお願い致します。

安保会員 5月16日の多摩中グループインターシティミーティ
ングでは昭島ロータリークラブの会員の皆様、石
坂さん、そして相田グループ幹事に大変お世話
になりました。ロータリーの友情に感謝致します。

木野会員 5月12日に長男が結婚しました。家族が増えること
はとても良いことですね～。ここ一年で±ゼロで
す。子を持つ親として一つの責任が果たせたよう
な気がします。

阿島会員 斉藤ゴルフ部長ホールインワンおめでとうござい
ます。あやかりたいものです。

森島会員 水野パストガバナー、本日はありがとうございま
す。暑い日が続きますがお身体に気をつけてご
活躍下さい。

相田会員 先週の多摩中グループIMでは会員の皆様のご
協力で無事に終えることが出来ました。感謝申し
上げます。
水野パストガバナー昭島RCへお越し下さりありが
とうございます。

本日の合計 59,000円
累 計 1,862,236円
予算達成まで 437,764円

次年度国際奉仕チーム
カンボジア訪問について 相田禎延 次年度チームリーダー

次年度のガンボジア訪問についてご案内させ
て頂きます。ASAPを通じて小学校・中学校に中
古自転車、顕微鏡等を贈呈することになっていま
す。8月7日(水)～8月10日(土)に会員有志で訪
問したいと思っておりますので、参加できる方は
事務局までＦＡＸをお願い致します。現在7名の

応募を頂いております。ご協力をお願い致します。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 丸鶴信一 委員
坡山会長 本日は敬愛する水野パストガバナー

を卓話講師にお招きすることが出来ま
した。水野様、卓話よろしくお願い致
します。
来週は親睦旅行です。皆で大いに親
睦を深めましょう。

畢 幹事 パストガバナー水野功様、東京昭島RCへようこ
そ。そして卓話よろしくお願い致します。

篠 会員 先週開催の多摩中グループのIMでは、安保ガバ
ナー補佐、相田グルーブ幹事、小山実行委員長
はじめ坡山会長、畢幹事さん大変お疲れ様でし
た。感謝申し上げます。


