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会長の時間
2022-23年度 会長　石井成人

≪会長挨拶≫
　毎日、暑い日が続いています。また、
コロナの感染者も、なかなか減少しま
せんが、8 月 7 日の日曜日が立秋とい
うことで、暦の上では「残暑お見舞い」
ということになっています。今日は 77
年前、長崎に原爆が投下された日でも
あります。11 時 02 分に投下され、7万
人以上の方々がお亡くなりになりまし

た。今なお、多くの方々が健康被害に苦しんでいます。
心からご冥福をお祈りし、お見舞いを申し上げます。
　今、ウクライナでは、ロシアの侵略が依然として続い
ています。プーチン大統領が何をえているのか、核の使
用をちらつかせて世界に衝撃を与えており、本当に不気
味な事です。
　広島の松井市長は 6日の平和宣言の中で、ロシアの文
豪トルストイの「戦争と平和」を引用して『他人の不幸
の上に　自分の幸福を築いてはならない。他人の幸福の
中にこそ、自分の幸福もあるのだ』という言葉を、為政
者はかみ締めるべきだ、と訴えておりました。本当に、
その通りだと思います。
　仮に今、ロシアの核ミサイルが飛んで来たら、大変な
ことになるそうです。なぜなら第二次大戦と違い、広島
の 50 倍、800 キロトンの核弾頭が、仮に東京都庁の上空
600 メートルで炸裂するとしますと、表面温度 30 万度、
1秒足らずで 900 メートルまで膨張し、建物 , 人全てが <
蒸発 >してしまうそうです。そして、深さ 100m、直径
400mのクレーターが出来ます。新宿駅付近は、数万度の
高温で赤外線が全方向へ拡散し、半径 3kmの範囲で人や
物は <影 >となって地面に残るそうです。その後、衝撃
波で吹き飛ばされた空気が戻ってきて至る所で火災が発
生、東京 23 区はほぼ全滅、埼玉、神奈川、千葉の主要部
は焦土となり、半径 60km以内は、致命的な火傷を負い
ます。無傷で生き残るには、数日間シェルターにいなけ
ればなりません。シェルターの無い日本では、生き残れ

幹事報告
2022-23年度 幹事　野溝 守

※ 新会員 2 名について、異議が出てお
りませんので入会手続きに進みます。
※ 事務局夏休暇　11 日～ 18 日、緊急
連絡は幹事まで。
※ 次回例会 8月 16 日は休会です。
※  RI 会長メッセージ 8月　My Rotary
よりご覧いただけます。

※ パスポートクラブ　8月 25 日オープ
ン例会ご案内。

※  8 月 30 日、例会終了後、川越美術館に「相原求一朗画
伯市制施行 100 周年記念特別展」鑑賞のご案内。

※  9 月 22 日地区大会のご案内。
※ 配布物
　 ロータリーの友 8月号、「友」の要約、新会員候補者推
薦依頼書、市制施行 100 周年記念事業「文学から知る
川越のこと」チラシ、武蔵てらこやの夏合宿チラシ

委員長報告

2022-23 年度 公共イメージ委員会 委員長　山口滝太

　ロータリーの友　8月号について。8
月は会員増強・新クラブ結成推進月間
です。
　RI 会長メッセージより「全ては招請
する事から始まる」。私達一人一人が誰
かを招請する事が出来る。2023 年まで
に女性会員を 30%にする目標設定がさ
れ、我々行動人が目標達成する事が出

来ると信じている。2023 年国際大会はドイツ /メルボル
ン開催。財団管理委員長からのメッセージでは「同じコ
インの表裏」のように所属ロータリー活動ロータリー財
団は分かちがたいものである。2570地区より「俳壇・歌壇・
柳壇」に掲載あり。

2202-23 年度 奉仕プロジェクト 委員長　齊藤　智

　第一回川越市スナッグゴルフ大会が
8/8（月）に霞ヶ関カンツリー倶楽部で
約 100 名参加にて開催され、鈴木大会
会長からは「オリンピックレガシーと
して根付かせて欲しい」との挨拶があ
り、川越ロータリークラブからは 13 名
のボランティア参加を頂きました。ま
た酷暑のため予定時刻 1時間前倒しの

10 時にて大きなトラブルも無く終了しました。
　以上、開催日程等を考慮し、第二回開催をしたいと思
います。

卓話

RI 研修リーダー 2022/2020-23 年度
ロータリー公共イメージコーディネー
ター第二地域担当 /RI 第 2750 地区　
2018-19 年度ガバナー　服部陽子（東
京広尾RC）
●東京広尾RCについて
　22 年目のクラブで外国の会員も在籍
（グアム、サイパン、ミクロネシア、パ

ラオ、ポンペイ等）しており、10 年毎にグアムで地区大
会も行っている。例会は六本木ヒルズクラブにて開催し
ている。
●「クラブ会員基盤の活性化」について
　2022-23「イマジン・ロータリー」スタートして 1ヶ月、
当月は会員増強推進月間であり自分がお招き頂いたと考
えている。会員増強とともに「クラブ適正人数」を意識
するのも非常に大切であり、例を上げるとドイツ /ハン
ブルクでは定員 70 名に設定していた事で入会待ちが増加
し、クラブ拡大の話になったという非常に印象的な事が
ありました。川越 RCでは会員 100 名キープされており、
非常に素晴らしい事だと思います。
　ここで言うクラブ会員基盤の活性化とは、全員がやる気
があって、楽しく、活気に満ちていて、魅力的で、入会し
た人がこのクラブから出て行くのが嫌だと思うような雰囲
気を創造する事だと思います。
　では実際に会員基盤の活性化されたクラブを作って行
くには「多様性（ダイバーシティ）」に注目する事が必要
で職業、年代、性別、ロータリー歴等の多様性の他に会
員個々の背景（バックグラウンド）の多様性を考えて理
解する事も必要です。今度はその「多様性（ダイバーシ
ティ）」の課題についてですが、一つは女性会員、もう一
つは若い世代です。日本の女性会員比率は約 7.3% で世界
217 位（219 国地域中）の状況で私の 2750 地区は日本で
も女性会員が多い地区ですが、それでも約 12%しかあり
ませんので、この状況は何とか変えていきたいと思いま
す。もう一つの若い世代の問題については年代のバラン
スのとれた会員構成、多世代に渡っている事が必要で川
越RCは 90 代の会員もいらっしゃるので素晴らしい会員
構成だと思います。多世代の会員構成となっているクラ
ブは今後発展していく可能性が非常に高いと考えます。

ニコニコボックス
● 第 2750 地区パストガバナー服部陽子様、本日の卓話よ
ろしくお願いします。＜会長／幹事＞
● 第 2750 地区パストガバナー服部陽子様（東京広尾 RC
メンバー）、本日の卓話楽しみにしております。宜しく
お願いします。＜𠮷澤／西澤／山田（和）／八木／水
村／山田（哲）／今泉（清）／鈴木（壮）／片山／和
田／齊藤（智）／小杉／相原／小髙／阿部／島村／栗
原／須賀／小川＞
● 本日配布させていただきました「学びのまち kawagoe」
主催「文学から知る川越のこと」よろしくお願い申し上
げます。TVでおなじみのロバート・キャンベル氏が川
越市重要文化財の屏風を使ってご説明下さる楽しい話が
きけますのでどうぞよろしくお願いします。＜山﨑＞
● 昨日、霞ヶ関 CCにおいて奨学生を対象にしたスナッ
グゴルフ大会が開催。川越 RC関係者の皆様本当にお
疲れ様でした。＜相原、岩堀、栗原、島村＞
● 昨日は暑いところ小学生スナッグゴルフ大会が無事行
われ、石井会長はじめ多くの川越ロータリアンの皆様
に参加をしていただき大盛況のうちに挙行することが
できました。子どもたちのいきいきとした顔が印象的
でした。皆さんありがとうございました。＜藤井（川
越スナッグゴルフ協会）＞
● 昨日はおいしいバースデープレゼントをいただき有難
うございました。社員皆でおいしくいただ
きました。〈五十嵐〉　　合計３３，０００円

る可能性はほぼありません。というような事が、起こら
ないように、早くウクライナへのロシア侵略が終わるこ
とを祈るばかりでございます。
　昨日、霞が関カンツリークラブにおいて、川越・フュー
チャー・カップ 2022（第 1回川越市スナッグゴルフ大会）
が開催されました。炎天下の中、100 名を超える（小学
生及び保護者）の参加をいただき、当クラブからも、八木、
職業・社会奉仕委員長をはじめ 10 名以上のご協力をいた
ただき、早朝より、汗だくになりながら、各チームの対
応をしていただき、子供たちもオリンピックを開催した
場所での大会を楽しんでいるようでした。
　平和の祭典でもあります。オリンピックレガシーを、
この川越の地から多くの子供たちに引き継いでいっても
らいたいと考えます。相原 PG 、藤井 PP, はじめ　ご協
力をいただきました皆様ありがとうございました。平和
であるからこそ、このような行事が出来るのです。
　さて、本日の卓話は、会員増強・選考委員会が担当で
す。本年度、川越ロータリークラブは97名でスタートして、
小峰さん、広瀬さんが入会され、現在 99名です。（先日の
理事会で 2名の方が承認されましたので、ご信任がいただ
ければ、101名になる予定です。）平均年齢は 61.9 歳。（一
番の高齢は 98歳、若い人は 39歳です。一番長い在籍者は
56.5 年、次の方が 42年です）そのうち女性メンバーは現
在 2名です。川越RCも昨年 70周年を迎え、次の時代に
向かっての戦略を検討しているところであります。服部陽
子パストガバナーには、「クラブ会員基盤の活性化」とい
うテーマで卓話を頂きます。よろしくお願い致します。

次週卓話
　新入会員スピーチ :　山口 崇 会員、永島 明 会員

2022年8月9日 第3395回例会

会員数 99名 免除出席者 ３名 正会員出席者 48名 ZOOM出席者 ２名 出席者 51名 早退 ０名 出席率 53.1％
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