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第１９０８回例会       令和４年５月２５日(水) 

例会場  アルカーサル迎賓館 川越 

  

【 開 会 点 鐘 】 １２：３０ 齊藤大祐会長 

 

【 開      会 】      SAA 登坂一彦君 

 

【 お客様紹介 】            齊藤大祐会長 

      

      
      国際ロータリー第２５７０地区ガバナー 

水村雅啓 様 

  

小川ロータリークラブ会長         中村 悟様 

 

川越小江戸ロータリークラブ会長エレクト  

福山 健朗様 

 

地区社会奉仕委員会ブライダル委員会委員長  

鈴木 幹枝様 

 

地区社会奉仕委員会地域社会奉仕委員会 

副委員長 吉原 正洋様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

公益社団法人西入間青年会議所 

第 41代理事長 吉田 幸治様 

 

公益社団法人西入間青年会議所専務理事  

新井 健一様 

    

 

 

 

 

 

 

 

【 会 長 の時 間 】            齊藤大祐会長 

本日は会長の時間の前に報告がございます。 

渡邊道雄会員の富士山と流星の写真がロータリーの

友に掲載されました。 

本日皆様にお配りされております紅白饅頭は渡辺会

員からのお祝いでございます。 

渡辺さんおめでとうございます。また日頃よりクラブを

盛り上げて下さいまして誠にありがとうございます。今

後益々のご活躍を楽しみにしております。 

 

新入会員 1名承認されました。早速地区事務所に届

けたいと思います。水村ガバナーという素晴らしいガ

バナーの年度のほうが新入会委員にとっても良い励

みになると思いましたので今年度の承認といたしまし

た。 

 

先般、ガバナーと高柳危機管理委員長連名で送られ

てまいりました。次年度に対する意見書に対しまして、

クラブとしての見解を示したいと思います。少しでもガ

バナーや地区の力になれればとの思いからです。本

日臨時理事会を開き理事の意見を確認いたしました

ので、まとめさせて頂き明日にでもメールで送らせて

いただきます。個人の意見のある方は齊藤までご連

絡いただき内容を確認してとのことでしたので確認い

たしました 1名の方よりもガバナー宛にメールが届くか

と思います。 

本来であればクラブフォーラム等で皆様。お一人お一

人の意見を伺うところではございますが、日程の都合

で事後承認となります事をご容赦いただきたいと思い

ます。 

 

米山奨学財団より功労クラブとして感謝状を頂きまし

た。 

 

本日の会長の時間は、思ったことをお話させていただ

きます。 

人が行動するときそこには動機が存在いたします。想

いという言葉に置き換えることが 

できるかもしれません本日お見えの西入間青年会議

ＴＳＵＲＵＧＡＳＨＩＭＡ ROTARY CLUB 

２０２１－２０２２年度  R.I 会長 シェカール メータ 

第２５７０地区ガバナー 水村 雅啓    第一グループガバナー補佐 山本 庄一 

鶴ヶ島 RC 会長    齊藤 大祐    鶴ヶ島 RC 幹事   山岡 達生 
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TSURUGASHIMA ROTARY CLUB 
所吉田浩治理事長の所信の言葉をお借りすると、「青

年会議所の目的はまちづくり運動と個人の開発」とい

う考えのも活動を通じて地域を発展させ豊かな社会の

実現をはかる、という思いが伝わってまいります。 

 青年会議所の 3信条 奉仕、修練、友情が活動の

根底にあるのは言うまでもありませんとりわけ修練と友

情は青年会議所活動、まちづくり運動の大きな支えに

なっているように思われます。 

 では、ロータリー活動の想いはと言うと、今年度、

2570地区水村雅啓ガバナーの地区スローガンは、

「もっと夢をもっと奉仕を」です。 

言葉の中には価値感を共有する仲間を増やしより大

きな成長をとげさらに大きな活動を行い人や社会をよ

り豊かなものとしより良い未来を創造すると言う思いが

込められております。 

 ロータリークラブには、4つのテストがあります。 

「真実かどうか」「みんなに公平か」「好意と友情を深め

るか」「みんなのためになるかどうか」また、5つの中核

的価値観「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」「リーダー

シップ」がありさらにロータリーク 7つの重点分野「平和

構築と紛争予防」「疾病予防と治療」「母子の健康」

「基本的教育と識字率の向上」「地域社会の経済発

展」「水と衛生」「環境が活動の根底にございます。 

 先日、米山記念奨学委員会渡邊藤男統轄委員長

に卓話を行っていただきました。 

米山奨学制度は、留学生のサポートをするだけでなく、

支援、交流を通じて、国を超えた信頼関係を築き世界

の平和を願う心を育てる事だと伺いました。 

まさに「奉仕」と「平和構築と紛争予防」の思いが込め

られております。 

 以前、水村ガバナーは、ロータリーの目的は「親睦」

と「奉仕」だとおっしゃっておりました。奉仕の中には、

社会奉仕、クラブ奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、職

業奉仕、と多岐にわたり活動には夢がありそれぞれに

活動に対する思いが込められております。 

 親睦とは、会員との互恵関係を築くと言う事ですが、

とりわけフォローシップが大事なのではと、思います。

リーダーは下支えしてくれているメンバーに感謝する

と共にリーダー自身も 1人のフォロアーとしてメンバー

と共に活動に尽くす事こそ親睦でありロータリーは 

皆、仲良くです。本日、渡邊道夫会員の寄稿した写真

が、ロータリーの友に掲載された報告をさせて頂きま

したが、渡邊さんのフォローシップには会長として頭が

下がる思いでいっぱいです。感謝申し上げます。 

 今年度、鶴ヶ島ロータリークラブの会長を務めさせて

頂きましたがその活動の根幹には水村ガバナーより

教えて頂きましたロータリーは「奉仕」と「親睦」を行う

団体という教えを反映するように務めました。また、水

村ガバナー自身も積極的に実践されコロナ禍にあり

ながら 2570地区の今年度の活動が素晴らしいもので

あり活発であったのは申し上げるまでもありませんこの

素晴らしいガバナーのもと会長として活動できたことを

大変誇りに思いまた、感謝いたします。 

 最後になりますが、2570地区内 50 クラブ衛星クラブ

2 クラブの約 1600人の会員は、最後まで水村ガバナ

ーを支持し、支えていきます。「信なくば立たず」です。

人と人との信頼がなければ社会や組織は成り立ちま

せん水村ガバナーを皆信頼しております。 

「一念天に通ず」です。もし残りの任期中に何か難し

い問題が発生したとしても水村ガバナーの背中には

1600名のメンバーが信頼し支えている事をぜひ、思

い出していただきたいと思います。 

  

 

 

【 幹 事 報 告 】            山岡達生幹事 

１． 第５回ロータリー財団委員会勉強会の案内。 

２． 鶴ヶ島市交通安全協会総会 

３． 定期審議会報告 

 

 

【 委員会報告 】 

親睦委員会 市川大委員長 

 ６月２２日親睦ゴルフコンペ・夜間例会のお知らせ 

 

【 出 席 報 告 】      菊田真忠委員長 

 

◎ ニコニコ 

❃ 本日は、宜しくお願い致します。   中村 悟様 

鈴木 幹枝様 吉原 正洋様 

 

❃ 本日は、お世話になります。次年度は会長３回目

になります。                福山健朗様 

 

❃ 本日は、ガバナー水村雅啓様お忙しい中鶴ヶ島ク

ラブにお出で下さいました。有難うございます。                            

                          齊藤大祐君 

 

❃水村ガバナーようこそお出で下さいました。 

中嶌清君 川野昇君 内野麒一君 

渡辺道雄君 清水良一君 松崎峰夫君 

山根義法君 齊藤勇司君 鴨下三夫君 

宮前典子君 横山明美君 西澤克己君 

会員数 出席者 
出席 

免除者 

免除 

出席者 
出席率 

修正

率 

28名 24名 2名  2名 86%  
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TSURUGASHIMA ROTARY CLUB 
木村武志君 佐々木龍児君 山岡達生君 

登坂一彦君 森治高央君 菊田真忠君  

市川大君 藤井愛里君 向井宏倫君 

 

 

 

【 卓 話 】      

      国際ロータリー第２５７０地区ガバナー 

水村雅啓 様 

 

 

 

 

    

 

【 閉 会 点 鐘 】 １３：３０     齊藤大祐会長 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

事務所：鶴ヶ島市商工会館内 

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 855    TEL049-271-6600 

          FAX049-271- 6610 

例会場：アルカーサル迎賓館川越 
川越市鯨井新田４－１１  ＴＥＬ049-231-7777 

   E-mail:tsurugashima.rc@ah.wakwak.com 

ホームページＵＲＬ http://tsurugashima-rc.jp 

例会日時：水曜日 12：30～13：30 

http://tsurugashima-rc.jp/

