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第３８９回 ガバナー公式訪問 
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会長  飯塚 幸一 

 
皆様今晩は、本日は私の年度において最も大切なガ

バナー公式訪問例会です。 

野中ガバナーそして古屋ガバナー補佐におかれまし

ては大変御忙しい中御来訪賜り誠に有難う御座います。

本日ガバナー事務所に島崎幹事と共に御迎えに御伺い

する予定で御座いましたが先日島崎幹事に直接伺うか

らとの連絡頂き、ガバナーの気さくさと心の広さを感じた

しだいで御座います。 

又本日例会前に３年未満の会員との懇談にも有意義

な御指導を賜りました事に感謝申し上げたいと思います。

本日の卓話にての御指導よろしく御願い申し上げます。 

ガバナー公式訪問も残すところ私共クラブを入れて３ク

ラブとの事、先が見えて気持ちも楽になっておられると

思いますが、熊谷南ロータリークラブは若いメンバーも

多くまだまだ成長過程にありガバナーに御指導頂かなく

ては成らない事が多々御座いますので御指導を賜りた

いと思います。  

又例会終了後に開催しますクラブ協議会に付きまして

もよろしく御願い申し上げ゛ます。 

又、古屋ガバナー補佐におかれましては、ガバナー補

佐訪問例会にて卓話を通じ優しく御指導頂きました事に

改めて御礼申し上げます。 

最後に今日大勢のメンバーに出席して頂けた事は、

私にとって大変幸せな事です。 

御礼申し上げ会長挨拶と致します。有難う御座います。 

                                                          

 
 

幹事 島崎 次弘 

 
１． ＲＩ（国際ロータリー）より 

＊ 来年コペンハーゲンで開催される国際大

会の電子会報とその日本語翻訳版 
２． 地区より 

＊ 多地区合同奉仕活動についての承認手続

きのお願い 
＊ 「友」インターネット速報№２０９ 

３． ロータリーの友事務所より 
＊ 「全国ローターアクトクラブ名簿」 
＊ 「２００５～２００６年度ロータリー財

団国際親善奨学生名簿」 
４． 熊谷市国際交流協会より 

＊ 再度「第 13 回外国人による日本語スピー

チコンテスト」のご案内 
５． ガバナーエレクト事務所より 

＊ ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 
 
         以上が届いております。 

 
 
 
 

ＲＩ第２５７０地区 
ガバナー 野中 弘之 

 
◆ クラブへのご挨拶 

私の年度になってこれまで公式訪問を 53 回重ね

て参りました。今日の皆様の熊谷南ロータリークラ

ブを含めて残り3クラブとなりました。先が見えた

からと言うわけではありませんが残りはこの南クラ

ブもそうですが言わば身内だけと言うこともあり、

これまで気を張っていた疲れがドーンと出てしまい、

風邪まで引いてしまいました。そんな事も言ってお

られませんので今日も含めて残り3クラブの公式訪

問をしっかりとやって行きたいと思います。そして

その後は来年4月に予定しております地区大会に全

力を注ぎたいと思います。当クラブからも大会実行

副委員長に萎沢さん、大会副幹事に岡部さんとお二

人に役員としてお骨折りをして頂くことになります。

どうぞよろしくお願い致します。 
 南クラブさんにはこれまで２～3 回メークアップ

にお邪魔しておりますし、私の所属しております東

クラブと親子という関係でこれまで皆様同士のお付

き合いもされてきましたので今さらあれこれ言うこ

とはございません。今日この例会に先がけて先程ま

で別室で会長さん、幹事さん、会長エレクトさん、

そして入会３年未満の会員の方３名と懇談をさせて

頂きました。何より驚いたのはこの南クラブの会員

の平均年齢が 53.6 才と大変若い人が多いと言うこ

とです。２５７０地区の他のクラブでは会員の高齢

化が進み、若い会員がいないと言う悩みを抱えてい

るクラブが少なくありません。と言うよりほとんど

のクラブがそうだと思います。若い新入会員を入れ

ようと一生懸命勧誘してもなかなか成果を上げられ

ないというのが実情です。その点この南クラブは本

当にすばらしいと思います。今日同席してくれてい

る古屋ガバナー補佐の熊谷西クラブも平均年齢は非

常に若いですが、若干南クラブさんよりは上です。

私の記憶の範囲では多分２５７０地区では一番平均

年齢の若いクラブではないかと思います。先程の面

談では３人の入会３年未満の方とお話致しました。

１人は 42 才でしかも入会してわずか一年半で今年

度は親睦委員長を務めている、これは素晴らしいこ

とです。また他の２人の方も32才と33才と大変お

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

卓 話 



若い。こういう若い世代がどんどん入会してくれる

のはロータリーとしても理想的です。羨ましいかぎ

りです。これからはスポンサーやベテランの会員と

一緒に活動していくことにより、ロータリーの活動

を理解し、ロータリアンとして成長し、そしてロー

タリー生活を楽しんで頂きたいと思います。 
 今年度のＲＩテーマは「超我の奉仕」です。半世

紀以上にわたってＲＩの象徴として受け継がれてき

たロータリアンであれば誰もが知っているこの言葉

をなぜ今ステンハマー会長が掲げたのかと申します

と、ロータリーも前年度に100周年を迎えこれから

新たな100年史を刻む言わば第二の船出の年に、も

う一度原点に戻り最もロータリーにふさわしい言葉

として選んだのだと思います。このＲＩ会長のテー

マについてはこのあと私がガバナーに就任してから

経験しましたことと一緒にお話したいと思います。 
 もうひとつ私が 2570 地区のテーマに掲げたのが

「心豊かにロータリーライフ」です。 
ＲＩのテーマは全ロータリアンが目標としなければ

ならない大事なものですが、それだけでは長く続け

ることはできません。親睦を中心としてロータリー

ライフを楽しむこと。ロータリーをエンジョイする

こと。それがロータリーを理解する一番の早道であ

り、心豊かなロータリーライフを送る秘訣ではない

かと思います。それには例会をはじめとするロータ

リー活動に先ずは参加して義務感からだけでなく皆

さんから積極的にロータリーの楽しさを見つけて下

さい。私の 20 数年間のロータリー生活を振り返り

ましてもそうすれば必ず見つかりますし、ロータリ

ーが楽しくて仕方がないというふうになって頂ける

と確信しております。 
 
◆ アナハイムでの国際協議会より 

 ここ一年くらいの間に心に残る経験は色々ありま

すが、特に印象に残るのは、あまり体験できないア

ナハイムでのガバナーとなるための研修、国際協議

会があります。 
 国際協議会に出席する前に、日本で行われるＧＥ

ＴＳ（ガバナーエレクト、トレーニングセミナー）

が２回あり、ロータリー全般にわたっての研修が行

われ、ＲＩからも大量の教材が送られてきます。そ

れを読んだ上に、国際協議会に参加するまでに、２

つの要求がありました。「ロータリーの友」を３年遡

って読むこと、手続要覧を２回くらいは通読してお

くこと。不可能に近いことです。勉強はともかく、

２月１８日から８日間にわたった国際協議会で心に

残ったことがいくつかあります。 
 
１）国際協議会には、世界166ヶ国から529名のガ

バナーエレクトが配偶者と共に参加します。Ｒ

Ｉ会長はじめ役員の方々も同伴で出席します。

おそらく 1,300～1,400 人くらいのロータリア

ンと家族が一堂に会するわけです。 
 そこで「ロータリーの奉仕の理想」「Service 
Above Self」のテーマの下で本会議、討議を通

じてロータリーを学び、世界のそれぞれの地域

に帰って奉仕活動に励むわけで、人種・宗教・

言語・政治信条などの違いを超えてロータリー

の思想の下にひとつになることを肌身に感じ

て、ロータリー教の信者というわけではありま

せんでしたが、「世界の平和」のためロータリ

ーの理念が役立つことに、確信めいたものを感

じ取りました。 
 
２）２月２３日、ロータリー100 周年をアナハイム

で迎え、記念講演が行われました。講師は2002
～03年度ＲＩ会長ビチャイ・ラタクルさん。ま

ことに感動の渦で、我々参加者全員の心を集中

させ、終わった時はいつまでもスタンディン

グ・オベイションが止みませんでした。「ロータ

リーの友」５月号に掲載されております。読ま

れていない方は是非お読みください。アナハイ

ムに参加した最大の収穫というのが我々の一致

した意見でした。 
 
３）世界のロータリーでの女性の進出 

ガバナーエレクト529名のうち、女性が66名

おります。今年度のステンハマーＲＩ会長の主

な強調事項は、識字と教育、水資源の保全、公

共イメージの推進ですが、識字と公共イメージ

の推進のトップは女性のパストガバナーであ

り、ロータリー財団管理委員の１人に女性が任

命されました。女性のＲＩ会長の実現も、そう

遠くない将来と思います。 
◆ ガバナー公式訪問の目的 

１）ロータリーの目的である「綱領」の推進、つま

り４大奉仕の推進を援助すること 
 
２）ＲＩテーマ、ＲＩ会長の強調事項の徹底と実行

に移すことの２点と思います。 
これは当クラブの年度計画書で活動計画に取

り入れられて実行に移されつつ ありますの

で省略します。 
 

 ＲＩテーマ「超我の奉仕」Service Above Self に

ついて、つい最近知ったことについてお話します。 
 
 超我の奉仕“Service Above Self”は、ロータリー

の第１モットー。そして、この原型になったのは、

“Service, Not Self”。しかし、この“Service, Not 
Self”は、提唱したベンジャミン・フランクリン・

コリンズによると、「会員同士に限定されていた物



質的相互扶助を、他の人たちにも開放しよう」とい

う、職業奉仕の現実的なスローガンであった。これ

を、後世、人類愛に基づいた高次元のスローガンと

誤解した人達が、「自己犠牲に基づく他人への奉仕」

という勝手な解釈をつけ、さらにそれを聞いた人た

ちが自己犠牲では困るとして、「自己の存在を認め

た上で、他人のために奉仕する」という意味合いの

スローガンに変わったと考えられる。 
“Service Above Self”は、原型となった“Service, 

Not Self”とは全く別な考えに立つスローガンだが

“Service Above Self”を誰かが作り、それがロータ

リー・モットーとして、1950年のデトロイト大会で

承認されたと考えるほうが、自然なのかもしれない。

なお、“Service Above Self”というスローガンを誰

が何時作ったのかについては不明である。 
 
◆ 地区運営について 

 なんといっても会員数の動向です。田中、金子ガ

バナー年度の2,838名（年初）をピークとして、こ

こ１０年間減少を続けており、今年度のスタートの

７月１日現在2,075名です。 
 手続要覧にも、各地区は少なくとも 75 クラブ、

2,700 名の会員を有することが奨励されているとあ

るが、それはともかく、予算面からも地区運営が厳

しくなって来るのは、各クラブの事情と同じです。 
 
 １）各クラブの増強努力により今年度は会員減少

にストップをかけていただきたい。滑り出し

は大変好調です。 
 
 ２）地区運営の合理化、地区運営検討委員会を設

けて長期ビジョンを検討しあう等動き始めて

います。 
 
◆ 心豊かにロータリーライフ 

会長はじめ全員で、そのクラブ独自の個性豊かな

プログラムを作り、みんなで参加してロータリーを

楽しみましょう。親睦と奉仕活動に積極的に参加す

ることから、自分の人生を豊かに彩るためにロータ

リーを利用しましょう。ロータリーは十分それにこ

たえられる組織です。 
 
◆ 委員会活動について 

それぞれの委員会が、一斉に積極的な活動を開始

されています。成果のある年度であることを期待し

ます。 
 その中でも、ロータリーの本当のあり方は「人づ

くり」であると信じております。ロータリアン各人

の自己研鑽は勿論ですが、これからの世界を、さら

に幸福なものとして引き継ぐには、若い優れたリー

ダーたちの育成が不可欠なことです。現在ある ロ

ータリーのプログラム、青少年交換、日豪青年相互

訪問、財団奨学生、米山奨学生、それぞれに重点を

置いて推進していく所存です。 
 

 ロータリー財団年次寄付、米山記念奨学会寄

付の目標達成にご協力を切にお願い致しま

す。 
 アイバンクとロータリーカードの登録にご

協力をお願いするよう、要請があります。 
 
◆ 結び 

 私は、ガバナーとして地区内のよき世話役になれ

るよう、何なりとさせていただきます。ご意見、ご

助言をお寄せください。重ねて、ロータリーを楽し

み、心豊かなロータリーライフを創り出していただ

ける事を期待いたします。 
  
 
 
 

 ロータリー情報委員会 
李 一孝 地区ロータリー情報委員より 

「4 分間ロータリー情報」配布のお知らせと

内容の説明 
 

 出 席 報 告 
例会日 １１月９日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ ２８ １２ ０ ７０％ 

お客様：ＲＩ2570地区ガバナー 野中弘之様 
2570地区第5グループガバナー補佐 古屋一生様 
 

 ニ コ ニ コ BOX 

 

国際ロータリー第 2570 地区第 5 グループガバナ

ー・野中弘之様 

 なつかしい顔ぶれのそろっている南クラブさんを

久し振りに訪問致します。 
 みなさんの温かい歓迎をいただき感謝申し上げま

す。 
第5 グループガバナー補佐・古屋一生様 

 本日はガバナー公式訪問で野中ガバナーと御一緒

にまいりました。又、補佐訪問では、大変皆様に

御世話になり、誠にありがとうございました。本

日もよろしく御願い致します。 
飯塚幸一会長 
 野中弘之ガバナーそして古屋一生ガバナー補佐御

来訪賜わり感謝申し上げます。例会での卓話その

後のクラブ協議会、御指導の程よろしく御願い申

委 員 会 報 告 



し上げます。 
島﨑次弘幹事 
 野中ガバナー、古屋補佐様、今日はようこそ南ク

ラブへ。又、これまで各クラブへの訪問本当にお

疲れ様でした。お二人のさわやかな明るい笑顔を

お待ちしておりました。今日はロータリーの真の

すばらしさを教えて下さい。ご指導よろしくお願

いします。 
富山弘文会員 
 第 2570 地区野中ガバナー、第 5 グループ古屋ガ

バナー補佐、本日の公式訪問ありがとうございま

す。クラブ協議会、ご指導よろしくお願いします。 
吉田博三会員 
 野中弘之ガバナー、古屋一生第5グループガバナ

ー補佐、ようこそ当クラブへ。本日は長時間にな

りますが、よろしくご指導の程お願いいたします。 
橋本代吉会員 
 野中ガバナー、公式訪問ごくろうさまです。本日

はご指導よろしくお願い致します。 
斉藤考慶会員 
 御世話になります斉藤です。本日はガバナー様の

御話楽しみにしております。 
井上哲孝会員 
 野中弘之ガバナー・古屋一生ガバナー補佐、よう

こそ熊谷南ロータリークラブへお越し下さいまし

た。本物のロータリークラブの卓話を楽しみにし

ております。 
岡部俊之会員 
 今日は所用で遅刻します。でも野中ガバナーのタ

メになる話を聞きたいが為、超特急で帰ります。

2570 地区野中ガバナー今日は長時間に渡って御

世話になります。私も地区大会副幹事として微力

ながら協力させていただきます。よろしくお願い

致します。十周年に向けて良い勉強になります。 
田島武会員 
 第 2570 地区ガバナー野中弘之様、第 5 グループ

ガバナー補佐古屋一生様、本日のガバナー公式訪

問ご指導よろしくお願い致します。 
棚澤正行会員 
 野中弘之ガバナー、古屋一生ガバナー補佐ようこ

そ南クラブへお越し下さいました。米山委員長の

棚澤です。本日は御指導よろしくお願いします。 
加藤公一会員 
 野中さん、その節はありがとうございました。古

屋さんようこそ。 
萎沢利行会員 
 野中弘之ガバナーを迎えて例会が開催され、また

卓話を拝聴できることに感謝致します。ガバナー

公式訪問有難うございます。 
木村廣会員 
 本日は野中ガバナー様、古屋ガバナー補佐様、南

ロータリークラブに訪問いただき、有り難うござ

います。野中ガバナー卓話楽しみにしております

と同時に、御指導のほどをよろしくお願い致しま

す。 
大野英夫会員 
 SAAの大野です。本日は2570地区ガバナー野中

弘之様、ガバナー補佐古屋一生様ようこそ南ロー

タリークラブへお越しいただきました。御指導よ

ろしくお願いします。 
澤田將信会員 
 本日は、野中ガバナーさん、古屋ガバナー補佐さ

ん、ようこそ南クラブへ。心から歓迎いたします。

公式訪問よろしくお願いします。 
川野辺繁会員 
 野中ガバナー補佐、公式訪問歓迎致します。よろ

しくご指導お願い致します。私事ですが、当社の

本業貸衣裳から七五三で、写真、美容も含めて、

八木橋パックもやらせて頂いております。ガバナ

ーにも先年ご利用頂いたことを感謝します。こど

も写真館に負けぬようガンバッテおります。 
岡本庄一郎会員 
 野中ガバナー、古屋ガバナー補佐、ようこそ南ク

ラブへ。本日は宜しく御願い致します。 
清水武会員 
 野中ガバナー様、古屋ガバナー補佐様、熊谷南ロ

ータリークラブへようこそおいで下さいました。

ご指導よろしくお願い致します。 
馬場孝会員 
 野中弘之ガバナー、古屋一生ガバナー補佐、本日

はご指導の程、宜しくお願い致します。 
佐川順一会員 
 野中弘之ガバナー、本日、公式訪問宜しくお願い

いたします。 
新井正一会員 
 2570 地区ガバナー野中様、第 5 グループガバナ

ー補佐古屋様、熊谷南ロータリーへお出で下さい

ましてありがとうございます。本日のご指導宜し

くお願い致します。 
小野寺弘行会員 
 野中弘之ガバナー、古屋一生ガバナー補佐、本日

の公式訪問、ありがとうございます。例会での卓

話、楽しみにしております。 
［奥様誕生］ 
加藤博会員 
 妻に美しい花を有り難うございます。 
 本日は、野中ガバナー様、古屋ガバナー補佐様、

当南クラブへご来訪ありがとうございます。ご指

導よろしくお願い致します。 
 
 
 
 
 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 佐川順一・大野英夫・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 



   

  2005～2006 年 飯塚年度 11 月 9 日(水) 野中ガバナー公式訪問例会        

ク ラ ブ 協 議 会   タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル  司会・進行 飯塚会長 

時 間 担当委員会 発表者 テーマ 所要時間 

PM 7：00～7：05 会   長 飯塚会長 クラブ運営方針 5分 

Ｓ Ａ Ａ 大野ＳＡＡ 

クラブ奉仕委員会 田島委員長 

職業分類委員会 吉田委員長 

会員選考委員会 萎沢委員長 

会員増強委員長 富山委員長 

ロータリー情報委員会 清水委員長 

出席委員会 渡邊委員長 

クラブ会報委員会 佐川委員長 

親睦活動・家族委員会 井上委員長 

プログラム委員会 澤田委員長 

雑誌広報委員会 新井委員長 

ニコニコＢＯＸ委員会 小野寺委員長 

年度活動計画・その他 7：0 5～7：50 

ガバナー補佐コメント  古屋ガバナー補佐 

45分 

1人3分以内で

PM 7：50～8：00 休   憩       コーヒーブレイク 10分 

職業奉仕委員会 木村委員長 年度活動計画・その他 PM 8：00～8：10 

ガバナー補佐コメント  古屋ガバナー補佐 

10分 

社会奉仕委員会 岡本委員長 年度活動計画・その他 

地域奉仕委員会 川野辺委員長 

環境保全委員会 橋本委員長 

 

PM 8：10～8：25 

ガバナー補佐コメント  古屋ガバナー補佐 

15分 

国際奉仕委員会 加藤公一委員長 年度活動計画・その他 

国際交流委員会 加藤博副委員長

ロータリー財団委員会 吉田副委員長 

米山奨学委員会 棚澤委員長 

 

PM 8：25～8：40 

ガバナー補佐コメント  古屋ガバナー補佐 

15分 

新世代委員会 加藤博委員長 年度活動計画・その他 

10周年準備委員会 岡部委員長  

PM 8：40～8：50 

ガバナー補佐コメント  古屋ガバナー補佐 

10分 

ガバナー総評     野中ガバナー 

謝    辞      李 直前会長 

PM 8：50～ 

 

    9：10(予定） 閉会の挨拶      山口エレクト 

 

 


