
　お金をかけて地元新聞に記事広告を載せるということが

よくありますが、余り効果が期待できません。しかし、金

子章委員長をはじめとする委員の皆様が展開した「日豪

相互訪問事業」は、広告よりも効果のある「ロータリーの

公共イメージ向上」をもたらし、オーストラリアと当地区

だけでなく被災地福島との友好親善になりました。これに

は同期の2530 地区渡辺ガバナーのご協力も頂きました。

3、「変革」と「簡素」更にクラブ活動の支援の象徴とし

て地区分担金年額 2 万 8200 円を年額 2 万円に減額しま

した。40 人のクラブだと約 33 万円減額ですから地区の

社会奉仕委員会予算を上回ります。90 人のクラブだと73

万円以上の減額です。この 1 人年額 8200 円の減額で各

クラブの活動を支援しました。

　しかし、反面地区全体では約 1400 万円の減収です。

過去 2 年分との比較でお分かりのように地区大会を地区

負担約 220 万円で開催することで 1000 万円以上節約を

し、地区事務所運営費なども節約に努めましたが、青少

年奉仕委員会費の増額のほか日豪青年相互訪問事業の予

算を復活し、奉仕活動の費用は維持か増額しました。

4、地区大会予算は、近年 1400 万円前後のところ 500

万円にしましたが、100 万円以上残りました。

　記念事業としての寄付などは立原年度の約 60 万円、

鈴木年度の決算額約 170 万円（但し鈴木年度内の執行

は 55 万円）に対して R 財団などへ合計で 180 万円の寄

付をし、別途 100 万円（原資は地区義援金）をフイリツ

ピンの台風 30 号の被害へのお見舞にしました。寄付金

180 万円と晩餐会登録料などを差し引くと地区が負担した

のは約 220 万円だけでした。駅と会場との送迎バス、エ

クスカーション、RI 会長代理ご夫妻や講師の歓迎晩餐会

と送迎・宿泊、記念品、記念コンサートなど例年に比べて

遜色はなかったと自負しています。（私は当初同級生の仙

谷元官房長官の講演を企画し、ご本人の承諾を得ていま

したが、実行委員会と相談して記念コンサートだけにしま

した。）仮に歓迎晩餐会や昼食会の登録料を無料にしても

1、皆様　いよいよ今月末で 2013－2014 年度も終わり

ます。

　ガバナー補佐、地区幹事と副幹事、地区委員会の委員

長以下委員の皆様と 52 クラブの会長幹事をはじめとする

会員の皆様のご支援・ご協力に感謝を申し上げます。

RI 会長賞などを受賞されたクラブや R 財団・米山記念奨

学会から表彰された皆様誠におめでとうございます。

2、さて私は、「継続」・「変革」・「簡素」・「充実」のバラ

ンスのとれた地区運営を目指しました。「継続」は、以前

の通りにすればよいのでどちらかというと簡単ですが、「変

革」と「簡素」は難しく、更に困難なのが「充実」だと思っ

ていました。

　社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会（今年から「高校

生の社会体験支援」事業も担当）、米山記念奨学委員会

はこれまでの事業を継続しました。

R財団委員会は、「未来の夢計画」の実施という変革をしっ

かり受け止めて事業をし、国際奉仕委員会の支援委員会

は従前の継続をしながらミャンマー支援という事業を育て

ました。

　特筆は、国際奉仕交流委員会が担当した日豪青少年相

互訪問事業の復活です。この事業への批判にきちんと対

応した結果「変革」と「充実」の双方になりました。来日

したオーストラリアチームは福島の会津大学で学生と意見

交換をし、その模様が地元の新聞 2 紙（福島民友と福島

民報）に掲載され、他方日本チームのオーストラリアでの

行動は地元の高校新聞に紹介記事がのり、「ロータリーの

公共イメージの向上」に大きな貢献をされました。（今回

の相互訪問の日程などは本月信別ページをご覧ください）

　今年のガバナー会ではロータリーの誕生日を機にロータ

リーの認知度を向上させるために作成した画像を駅前の電

光掲示板などの広報媒体や賛同した地区のホームページ

に掲載することを決め、私もこの事業に賛同しました。そ

して今年の 2 月から地区のホームページのトップに常時掲

載しています。（当地区の負担金は2万円です。）
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つかないが、医者の私はうそつきだ。」「まだまだ大丈夫

と言った翌日に患者が死ぬことがよくある」「中井さんは信

長だ」「中井さんの髪の毛は立っているが、自分は、、、」

などとこの日も私との比較に終始した発言をされました。

「懇親会で 7000 円もとるのはおかしい。地区が出すべき

だ」などと真下パストガバナーは降壇した後も個別に発言

されていましたが、会場の方のご意見は「地区大会はいく

ら工夫をしてもつまらない。歓迎晩餐会も出たくない。地

区大会などの行事は少しでも早く終わる方が良い」「懇親

会の費用の自己負担は当然」でした。司会が求めても栗

山朝霞 RC 会長も発言されず、私の改革に反対という意見

はでませんでした。

6、ところで私は出席する権利のある方全員にご案内を差

し上げ、万一全員が出席されても大丈夫な施設つまり地

区大会の場合は 2000 人収容の会場を予約し、指導者育

成セミナーでも3 年以上クラブの指導的な立場にある方や

会長幹事など出席する権利のある方全員が出席できる準

備をしました。（2000 人のホールは、指導者育成セミナー

の時間も確保していました。実際は参加者数に見合う場所

（展示室）で開催しましたが、念のため会議室や控室・和

室など沢山の部屋を確保していました。）

　地区分担金を支払っている会員（特に地区大会費分を

明記している場合）は全員出席する権利をお持ちなのに

過去には 800 人～1200 人程度しか入れない施設で開催

し、しかも全員登録・全員登録として再三出席要請をした

ことがありましたが、それでは入場できない会員から入場

料（地区分担金の一部）を返せといわれたら返す言葉が

ないと思っています。（本年度の地区分担金は年額 2 万

円というだけで一部のクラブから求められた内訳を設けま

せんでした。しかし、予算や決算から地区大会費が会員

一人いくらになるかはご判断頂けると思います。）

　同期ガバナーの中には出席者を増やすことに腐心し、

かつ最後まで退席しないように参加クラブ紹介や会長の出

番を最後の方にするという人もいました。しかし、私は出

席するかしないかはご自由だから強制はしないし、出席要

請もあまりしませんでした。地区大会だけでなく、他の行事・

会議や今回の懇親会も同じです。

　クラブや会員にできるだけ地区は負担をかけないように

するという方針からです。

7、公式訪問は、1 グループにつき 2 回の合同例会で終

わりということを目指しましたが、対応できないとの声を受

けて、会員 20 人未満のクラブを優先しながら合同例会開

催を模索し、ガバナー補佐の皆様と会長幹事のご協力で

ある程度合同例会ができました。公式訪問の時間を短くし

たいと希望しましたが、これはほとんどダメでした。

今回は300 万円で開催できました。

　これはひとえに大会実行委員会が頑張って、イベント専

門業者さんに頼らなかったことと冊子の案内書や報告書を

作成しなかったためです。（地区大会 2日目の模様は地区

ホームページに常時掲載したうえでより詳しい内容の CD

も各クラブに配布します。）

今年の地区研修・協議会と昨年度地区大会は、ともに吹

上 RCがホストクラブでした。

　今年は東京企画装飾という業者が設営などをしてその

費用が 70万円、印刷費が 45万円、合計約 154 万円（本

年度地区大会 2日間約 220 万円と大差なし）で、昨年度

地区大会も同じ業者が設営や進行を担当しました。記念

事業の寄付金が本年度より少ないのに 3 倍以上の経費が

かかりました。経費の差がでるのは、イベント業者を使う

か否かとペーパーレスにするかどうかだと思います。

5、私は、地区はお金のほか時間でもクラブや会員にでき

るだけ負担をかけない方針をとりました。どうしてもしない

といけない会議や行事は時間をできるだけ短くし、晩餐会

も含めて対象者を少なくし、しかも一方通行の情報伝達で

はなく、質疑応答や意見交換により内容の理解を深めると

ともに「常識や慣習にとらわれずに自分で考えをまとめる」

「きちんと意見を発表する」「反対意見をよく聞く」という

3 点（5 月 11 日のライラデイで学生に話したこと）の実

践をして頂き、できればその後に懇親会をして「参加した

ら知り合いを増やす機会になる」ように企画して実行しま

した。

　ガバナー就任前ですが、私主催の PETS や地区協がそ

の例で、対象者を例年より減らし、会議時間に質疑応答

をとりいれ、その後無料の懇親会をそれぞれ開催しました。

その意識から今年 5月15日の懇親会は正しくは本年度第

1 回ですが、ガバナーエレクトの時から通算して 3 回目と

いうことで第 3回と記載しました。

　そして、この懇親会も私らしく反対意見を存分に述べて

良いという運営をしました。

　当日配布したパブリックコメントを真下パストガバナーが

凝視しておられたので当初の予定を変更してあえて最初の

挨拶の指名を申し上げました。真下パストガバナーは「中

井さんは会った人からは実によい人だという評判が高い」

「私は中井さんの改革が好きだ。」などに続いて「坂本・

高柳という後輩を育てないのがいけない。」「懇親が足り

ない」「出たくない人はでなくてもよいなどというのはダメ

だ」などとご発言されましたが、納得できるご批判ではな

いと感じました。

　坂本ガバナーエレクトは、冒頭「中井さんは、地区のた

めに改革をやった」と強調されました。「中井さんはうそを
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額でどの点が「安かろう悪かろう」だったのかについてク

ラブ協議会などで説明責任があるのではないでしょうか？

　規定審議会の立法案については、大変興味深い意見分

布でした。

10、「変革」と「簡素」はどうにかできましたが、拡大と

増強は残念ながら成果を得られませんでした。お隣の

2770 地区の元気の良さと比較して感じるのは、2770 地

区ではクラブのスクラップアンドビルドをしているが当地区

ではできていないということです。拡大と会員増強はクラ

ブの自主性に任せるほかなく、会員増強についての地区

目標の達成は至難という状況です。6 月 30 日の退会防止

に向けて皆様に一層のご努力をお願いします。

11、　例年ガバナーの任期終了後にもガバナー月信を発

行していましたが、私は 6 月号を最終として今後は発行し

ません。（月信どころか任期終了後も相変わらずガバナー

と思っておられるのではないかという行動をされた方も少

なくないようです。）但し、6 月 30 日の経過つまり次年度

にならないと分からないこと（地区表彰の対象クラブ）や

地区の財務報告などは適宜の方法で次年度になってから

お知らせします。

　この 1 年私はお声をかけて頂いたときには極力出席し

たつもりですし、会議中も会議後も意見交換・懇親を重視

し、自分でも懇親会を開催して親睦や知り合いをつくる機

会を設けました。

　コンプライアンスどころか無法地帯という指摘に対して

は財務の透明性を確保し、指名委員会をやめて郵便投票

制を導入し、パストガバナーなど一部の意見でなく、多く

の会員の意見を取り入れた地区運営を心掛けました。クラ

ブの負担軽減はしましたが、地区の活性化という「充実」

は道半ばでした。

　しかし、ガバナーの任期終了後は先輩の口癖である、

「リターンツウソルジャー」を「隗よりはじめる」つもりで

実践します。

　皆様に改めてお礼を申し上げ、各クラブのご発展と会員

皆様のご健勝をお祈り申し上げ、最後のガバナーメッセー

ジとします。

　第 4 グループではグループ内全クラブ合同での公式訪

問例会をして頂きました。

　第 3 グループは私の方針に沿って IM は非開催でした。

大雪というアクシデントがあってのことですが、結果的に

は IM開催は第 1と第 2グループだけになりました。

8、変革というかはじめての試みとして地区大会で選挙人

による投票をし、地区会計規定を制定し、指名委員会で

はなく郵便投票でガバナーノミニーを選出することにしま

した。

　当地区はパストガバナー全員が指名委員というある意味

でとんでもない制度を地区大会での決議なしで運用してい

ました。RI の指導があったのか昨年度の地区大会でよう

やく規定違反をやめ、指名委員会制度をとることと最近の

5 人のパストガバナーを指名委員とする決議をしました。

しかし、パストガバナーを委員とする指名委員会は、ガバ

ナーノミニーデジグネートを未だに選出できません。

　今年 1 月末までに選出できなければ郵便投票にせざる

を得ないのではないかと申しあげたら真下指名委員会委

員長は激しく反発されましたが、ガバナーノミニーを規定

通りに選出するという職責を現時点でも果たしておられま

せん。昨年のように 6 月 30 日の選出は困ります。郵便投

票は予告期間の関係から本年度は実施しませんのでガバ

ナーノミニーデジグネート選出は次年度に持ち越しのおそ

れが大と思っています。

　そして次年度は郵便投票一言でいえば選挙と決まってい

ます。これ自体大変といえば大変で、投票しないといけな

いのが今の見込みでは 2 年分ですが、1 年分増えたから

といって「地区が混乱して地区に迷惑をかける」というこ

とはないと思いますし、各年度候補者が一人ならすべて無

投票です。

9、地区戦略計画委員会を今年の 4 月に立ち上げ地区内

の会員全員にパブリックコメントを求め、その集計結果を

地区研修・協議会の前に中間報告を 2 回、5 月 15 日の

戦略計画委員会の後に最終報告を公表しました。最終の

回答者は約 130 人でした。マスコミがする世論調査は、

1 億以上の国民のなかの 1000 人前後の回答ですからは

るかに高い率の回答を頂きました。ご意見の中には「地

区の簡素化」、「会計の透明」、「会議時間短縮」「地区大

会の経費削減」などがあり、わが意を得た思いをしました。

「地区分担金は 2 万円以下が良い」というご意見が 9 割

以上でした。つまり、人数では会長エレクトの2倍以上で、

地区大会での選挙人の数をはるかに上回る方が地区分担

金の値上げに反対という結果です。しかし、地区研修・

協議会ではいわばこの民意に反したことを会長エレクトの

皆様が選択されたということになりますので8200 円の減
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第 38回日豪青年相互訪問事業予定表 (2013 ～ 2014､中井年度）

月
8

9
10

11

12

1

1 ～ 2

2

3

6

日
20（火）

19日（土）
　
随時

30日（水）
随時
随時

10日（火）

２0日（金）
21日（土）

随時
  6日  ( 月）
18日（土）

25日（土）
26日（日）
27日（月）
28日（火）
29日（水）
30日（木）
31日（金）
１日（土）
２日（日）
３日（月）
４日（火）
５日（水）
６日（木）
７日（金）
８日（土）

15日（土）

22日（土）

  ８日（土）
23日（日）

未定
　
未定

集合場所等
「紫雲閣」

焼肉「大幸」
　　　　　

「紫雲閣」

北坂戸「オルモ」

北坂戸「オルモ」

「紫雲閣」・ﾊﾞｽ
ホストファミリー
車、電車（川越）
ホストファミリー
電車利用
電車利用
ホストファミリー
バス
バス移動
スキー場
バス
ホストファミリー
車（ホンダ工場）
ホストファミリー
「ﾏｰｹｯﾄﾃﾗｽ」  川越市
バス（「大幸」発）
大雪にて中止

焼肉「大幸」

現地集合
現地解散

担当・関係者
国際奉仕委員会

国際奉仕交流委員会
　　　　　　

国際奉仕委員会
国際奉仕交流委員会

国際奉仕交流委員会
団員､ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ

国際奉仕交流委員会
団員､ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ

国際奉仕、ﾎｽﾄﾌｧ、団
ホストファミリー
国際奉仕交流委員会
ホストファミリー
国際奉仕交流委員会
国際奉仕交流委員会
ホストファミリー
国際奉仕交流委員会
国際奉仕交流委員会
国際奉仕交流委員会
国際奉仕交流委員会
ホストファミリー
国際奉仕交流委員会
ホストファミリー
国際奉仕、ﾎｽﾄﾌｧ、団
国際奉仕交流委員会
国際奉仕交流委員会
団員､ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ

国際奉仕交流委員会
団員､ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ
団員､ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ
団員､ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ

国際奉仕交流委員会
団員
国際奉仕交流委員会

行　事　内　容　等
国際奉仕委員会開催（2小委員会の活動方針）

国際奉仕交流委員会
・国際奉仕部門セミナー、日豪青年相互訪問事業について
団員募集
国際奉仕部門セミナー
団員募集
応募状況確認・対応策検討
応募第一次締め切り
･選考・合格決定、合格通知発送（オリエンテーション案内）
・フライト確認（3月8日成田発１６時１５分ＣＸ５２１便）
第１回オリエンテーション､委員会　（15:00 ～ 17:00）、（13:00 ～ 15:00）
ＲＣについて、自己紹介、事業の目的等
・豪州チームの団員確認､豪州ﾁｰﾑ滞在ｽｹｼﾞｭｰﾙとﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの説明
・ﾎｰﾑｽﾃｲ受け入れ時の注意事項、団員・ﾎｽﾄファミリー自己紹介
・委員会　プログラム検討、役割分担　受入打合せ
団員追加募集
・ホストファミリー決定
第 2回オリエンテーション､委員会　（11:00 ～ 12:30）、（9:30 ～ 11:00）
・ﾎｰﾑｽﾃｲ受入最終打ち合わせ（連絡体制・注意事項等）
・豪州チームの団員､豪州ﾁｰﾑ滞在ｽｹｼﾞｭｰﾙとﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの最終確認
・参加費入金依頼
・委員会受入最終打ち合わせ（プログラム､連絡体制､注意事項等）、
豪州チーム出迎え（成田着 07時 40分　ＳＱ638 便）・ｳｴﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ
ﾌﾘｰﾃﾞｰ 　　　　
川越市内見学　　新狭山、深谷ﾉｰｽ、本庄南 RC例会
ﾌﾘｰﾃﾞｰ　　　　
ﾃﾞﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝド　( 営 10:00　～　19:00) （舞浜泊）
東京都内観光 /浅草見学     本庄 RC（夜間）例会
ﾌﾘｰﾃﾞｰ   深谷東 RC例会日
福島ﾂｱｰ/日光見学
福島ﾂｱｰ/ 座禅体験、被災地視察
福島ﾂｱｰ/ｽｷｰ体験（会津）
福島ﾂｱｰ/ 会津見学
ﾌﾘｰﾃﾞｰ   熊谷東､新座こぶしRC例会日
ホンダ工場見学・茶の湯体験（平林寺）
ﾌﾘｰﾃﾞｰ   深谷東 RC例会日
・さよならﾊﾟｰﾃｨｰ/ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ合同食事会（昼食時）
豪州ﾁｰﾑ帰国見送り　（成田発 20時 50分　ＳＱ便）
第 3回オリエンテーション（12:00 ～　　）
・豪州での出し物協議、渡航手続き等説明、ビザ取得、保険加入

第３回オリエンテーション兼壮行会（渡航最終確認 13:00 ～　　）
・英語でのｽピーチ、豪州での出し物披露
日本チーム出発（羽田発 16時 25分　ＣＸ549 便）
日本チーム帰国（羽田着 13 時 25 分　ＣＸ548 便）

帰国報告会（報告、反省点等）

・報告書提出（報告、決算、反省、次年度の対応等）
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AJYCE Japanese Visit Itinerary 2014-2
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新 入 会 員 紹 介

本橋 源太郎
所沢西 RC

岸 シズ
新所沢 RC

関根 克未
所沢西 RC所沢中央 RC

中村 喜代志前久保 まゆみ
飯能 RC

坂本 淳二
飯能 RC

本橋 源太郎
所沢西 RC

岸 シズ
新所沢 RC

米 山 表 彰

渡辺 昭孝
米山功労者
行田さくらRC

倉持 成一郎
米山功労者
行田さくらRC

新井 啓介
米山功労者
マルチプル
行田さくらRC

相澤 良平
米山功労者
マルチプル
朝霞 RC

市之瀬 正靖
米山功労者
マルチプル
志木 RC

金剛 光裕
米山功労者
マルチプル
志木 RC

武藤 典夫
米山功労者
マルチプル
志木 RC
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ロ ン  D . バ ー ト ン 　 1 3 － 1 4 年 度
国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 に よ る 地 区 内 ク ラ ブ 表 彰

所沢東ロータリークラブ

意義ある業績賞

2013-2014 年度ガバナー

国際ロータリー第 2570 地区　地区事務所

TEL.（0493）21-2570 E-mail＝d-office@mail.rid2570.gr.jp
Website＝http://www.rid2570.gr.jpFAX.（0493）21-2571

〒335-0028　埼玉県東松山市箭弓町 2丁目 5番地 14 号　紫雲閣 3F

中井 眞一郎

飯能ロータリークラブ

会長賞
和光ロータリークラブ

所沢ロータリークラブ

ロータリークラブセントラル賞
行田ロータリークラブ 坂戸ロータリークラブ

熊谷東ロータリークラブ 和光ロータリークラブ 入間南ロータリークラブ
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