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会長挨拶 坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。今日は私

が生業としています石油業界

についてお話させていただきま

す。石油業界では、輸入、精製

する会社を「元売り」と呼び、ガ

ソリンスタンドを経営する企業を

特約店、販売店と呼びます。解かりやすく申しま

すと車で走っていて目にするのがガソリンスタン

ドで、出光やエネオスといったブランドが元売り

で、そのガソリンスタンドを経営する会社が特約

店、販売店です。最近この元売りが少なくなった

と思いませんか？30 年くらい前は 12 社ありまし

た。日本石油、昭和シェル石油、出光興産等が

あり、小川ローザが「オー！モーレツ」と CMをし

ていたのが丸善石油です。この丸善石油は大

協石油と昭和 61 年に合併しコスモ石油となりま

した。この他、現在大手元売り会社といえば、JX

グループと出光興産、昭和シェル石油の 4 社と

なり、出光興産と昭和シェル石油も経営統合に

向けて進んでいます。なぜ元売り会社の統合が

進んでいるかといえば、ひとつには「特定石油

製品輸入暫定措置法」の廃止があげられます。

二つ目には「石油業法」の廃止、そして最大の

要因は平成 21 年に施工された「エネルギー供

給構造高度化法」です。これにより需要減少の

環境下おかれている元売りは、事実上精製設

備の破棄を求められると言え、製油上の統合や

共同運営、さらには業界再編が促されています。

昨年 6 月には出光興産と昭和シェル石油の統

合が発表され、今年 4 月にはスタートする予定

でしたが、出光興産の創業家が合併拒否の議

決権を行使し、合併の話が頓挫しています。出

光興産という会社は、「海賊と呼ばれた男」でも

話題になりましたが、創業時から「大家族主義」

を標榜し平成 18年の上場時までタイムカードや

定年制がなかったといわれています。個人的に

は業界の再編は国策の為ことから最終的には

両社の統合は実現されると思います。今後は両

社の株式を購入すれば思わぬ利益にあずかれ

るかもしれませんが、あくまでも自己責任におい

てご判断ください。ご清聴ありがとうございまし

た。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 7 月 7 日（金）事務局研修

が清水園で開催されました。

津田一美さんが出席いた

しました。 

2. 7 月 8 日（土）公共イメー

ジ・会員増強維持部門の

合同セミナーがソニックシティで開催されまし

た。松本部門長、宮城委員長、山口会員が

出席されました。 

3. 7月15日（土）ロータリー財団部門セミナーが

清水園で開催されます。加藤文男部門長、

山口会員が出席予定です。 

4. 7月 16日（日）米山記念奨学部門セミナーが

ラフレ埼玉で開催されます。坂口会長、寺西

副会長が出席予定です。 

5. 11 月 16 日（月）地区大会ポリオ撲滅チャリテ

ィゴルフコンペが開催されます。各クラブから

4 名以上の出席要請がきています。ご協力を

お願いいたします。 

お客様挨拶 

第 5Gガバナー補佐 池田遥愰 様 

本年度第 5 グループのガ

バナー補佐を拝命いたしまし

た桶川 RC の池田遥愰と申し

ます。本日は就任のご挨拶と

RI 会長テーマと大貫地区ガ

バナーの運営方針をお伝え

することと、ガバナー補佐としての役割について

ご理解とご協力を賜りたく参上いたしました。 

簡単に自己紹介をさせていただきます。私は

地元桶川で不動産取引行を生業としています。

業歴は丁度 50 年になります、ロータリー歴は

1987年（昭和 62年）1月 1日入会で大宮西 RC

の佐野康博ガバナー年度でしたので今年は 31

年目に入っています。 
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クラブ会長は 1994 年～1995 年田中作次（元

RI 会長）ガバナー年度でした。ロータリーの最

盛期を迎え新クラブは 8 クラブ誕生し、2770 地

区会員数は約4,000名でした。二度目の会長年

度は 2007 年～2008 年中村靖治ガバナー年度

で CLP を導入して「効果的なクラブ」の実現に

力を注いだ年度でした。そして今年度第 5 グル

ープから津田健三・大塚信郎両パストガバナー

に次いで大貫等ガバナーが三人目のガバナー

として、勇躍登場となり 2770 地区のトップリーダ

ーとして大いに活躍が期待されます。ガバナー

排出グループのガバナー補佐として、しっかりと

ガバナーをアシストする所存ですので皆様方の

ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

す。 

さて、2017年～2018年度 RI会長イアン H.S.

ライズリーさん（オーストラリア・ビクトリア州・サン

ドリンガム RC 所属）は持続可能な奉仕というロ

ータリーの目的にとって、環境保護と温暖化防

止は極めて重要であると訴えています。そして

「ロータリー：変化をもたらす」を発表しました。 

今や環境問題はあらゆる人々にとって懸念す

べきことで、RI会長は 7月 1日より 2018年 4月

22日の「アースデイ」までの期間、会員一人 1本

の植樹をと呼びかけました。また、ロータリーの

未来を守る意味から、クラブ会員の男女バラン

スを改善し平均年齢を下げるよう求めています。 

ロータリーが世界有数のボランティア組織で

あり続けるために私達は誰かの人生をより良く

するための奉仕活動を常に考え実行しなけれ

ばなりません。 

ロータリアンであるからこそ私達は世界中の

人達に変化をもたらす事が出来るのです。そし

て私達がロータリーに積極的に参加すればする

ほど、ロータリーは私達に変化をもたらしてくれ

なます。 

奉仕を通じてどんな変化をもたらすかはロー

タリークラブとロータリアン一人一人が、それぞ

れ決める事です。 

RI理事会は戦略計画で三つの優先項目、「ク

ラブのサポートと強化」「人道的奉仕の重点化と

増加」「ロータリーの公共イメージと認知度の向

上」を指針として行動するようすすめています。 

そして大貫ガバナーは素晴らしい地区運営

方針を次のように発表しました。 

「新たな行動 新たな感動」 

新しい行動を起こすときにはエネルギーが必

要になります。クラブ会長さんのリーダーシップ

の発揮次第でクラブはぐるぐる廻ります。クラブ

の新しい未来を構築するためにチャレンジして、

クラブに変化をもたらしてください。そして新たな

感動を味わってくださいと述べています。 

ガバナーの意図するところは戦略計画の「ク

ラブのサポートと強化」を具現化する｢新たな行

動｣を求めているのだろうと推察できます。 

さてここで 2017 年～2018 年度地区目標、8

項目についてお話いたします。 

1、 ポリオ撲滅最終年度の始まりとしての自覚と

寄付 

ポリオを撲滅することは持続可能な奉仕の

中で究極なものです。 

撲滅活動を何としても完遂させなければな

りません、もし失敗したら今後10年間、毎年

最高 20 万件のポリオが発症するという世界

的な再発リスクを背負うことになるようです。 

成功すれば 2035 年までに 500 億ドルの資

金を節約できると、ロータリー財団管理委員

長のカルヤン．バネルジー元 RI 会長は述

べています。 

2、 会員増強（特に女性会員率 10％、40 歳未

満、退会防止）クラブの純増目標を達成し

てください。 

女性会員の入会問題がクローズアップされ

たのは 1977 年カルフォルニア州のロータリ

ークラブで女性 3 人を入会させたところ、翌

年 RI からクラブの加盟認証を取り消された

事件がありました。1980 年には RI 理事会と

いくつかのクラブが RI とクラブの定款及び

細則から会員を「男性（male person）」と表

現している箇所すべて削除する提案をしま

したが、否決されました。この事件によって

女性入会について世界各国から新たな関
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心が集まりやがて 1989 年の規定審議会に

よって、正式に入会が認められました。 

3、 奉仕活動の支援（社会奉仕、国際奉仕、青

少年奉仕…インターアクト、ローターアクト、

RYLA、青少年交換） 

* 社会奉仕、ブライダル委員会の新設、また

は担当者による登録者の受付窓口の設置 

* 韓国第 3750地区との交流 30周年日韓親

善会議 2017年 9月 23日（土）ソウル・ハイ

アットホテル 第5グループに10名の参加

要請、地区全体で 100名を予定 

* 日台親善会議、台湾高雄 2018年 3月 31

日（土） 

* RYLA第 2570地区と 4月上旬に秩父方面

を予定：例年鴻巣水曜ロータリークラブさ

んでは実績を積んで成果を上げています。

今年も宜しく… 

4、 財団への理解と活用、グローバル補助金の

活用、米山記念奨学事業の理解と支援 

5、 RI戦略計画と中核的価値観 

クラブが将来こうありたいというビジョンを描

き、それに沿った目標と活動計画を立てる

のが戦略計画です。具体的には「効果的な

クラブ」の要素である会員増強、奉仕活動、

財団の支援、リーダーの育成に取り組む長

期目標を立てます。さらに長期目標を支え

る年次目標を立てて、全会員で共有し、達

成可能で達成期日を定める具体的なものと

します。 

そしてこれらの目標をロータリークラブ・セン

トラルに入力し、目標と進捗を一目で確認

できるようになります。クラブリーダーの継続

性と透明性を促すツールとして、「クラブの

健康チェック」と「会員増強」のための活用

をお勧めします。 

私たちは親睦を通して、生涯の友情を育み

高潔性をもって約束を守り倫理利を守りま

す。また多様性を誇るロータリーは様々な

考え方をつなぎ多角的なアプローチを試み

ます。そして奉仕活動を通じてロータリーシ

ップと職業スキルを生かし地域社会の問題

に取り組みます。 

6、 公共イメージを向上させるアイディアとその

実践 

7、 全クラブが RI会長賞に挑戦しよう 

戦略計画の三つの優先項目（クラブのサポ

ート強化、人道的奉仕の重点化と増加、ロ

ータリーの公共イメージと認知度の向上）を

支える活動をしたクラブを表彰するものです。

一部の項目はロータリーセントラルに入力

が必要です。 

8、 規定変更に伴う推奨ロータリークラブ細則

の見直し 

昨年の規定審議会のトピックスの一つとして

「会員身分の規定を変更する件」がありまし

た。国際ロータリー定款第 5 条第 2 節「クラ

ブの構成」の 6 分類全てを削除して正会員

の定義だけの記載となったことです。 

具体的には知己のニーズに応じて新しい

会員の種類をクラブ催促に追加し、クラブ

会費、地区賦課金、食事、出席要件、奉仕

活動参加について独自にクラブが決定でき

ることになったことです。 

このように、運営に柔軟性を認める新しいル

ールですので、クラブにとって様々な課題解決

の選択肢が増えたことになるので、ロータリーの

将来にとってプラスになると捉えた方が良いと思

っています。 

今回の RI の戦略計画は時代を踏まえた RI

の危機感の表れでもあり、世界中の 35,000 クラ

ブを一定のルールで十把一絡げにして縛るより

各クラブのオリジナリティを尊重することが今風

で若い世代や女性にアピールできるかもしれま

せん。 

ロータリーの運営方法は変わってもロータリー

の核となる理念や職業分類が変わったわけで

はないので、この規定変更がターニングポイント

になり各クラブにとって会員増強の手助けにな

るよう十分な話し合いが必要になると思います。 

本年度の地区数値目標 

1、会員数  2,800 名 地区 289 名純増 第 5

グループ28名純増予定 女性0クラブを



5 / 8 

 
 

返上 

2、出席率  90％以上（メイキャップ活用） 

3、財団寄付額  年次寄付 200 ドル/1 名 ポリ

オプラス 50 ドル/1 名  初ベネファクタ

ー1名/1クラブ（50名以上のクラブ 2名） 

＊ベネファクターとは恒久基金に累計

1,000 ドル以上寄付した方 

4、米山寄付額  25,000 円/1 名（普通寄付

5,000円、特別寄付 20,000円） 

5、青少年交換学生  18 名～20 名 募集期間

は 5月～4 ヶ月間として希望者は直接ガ

バナー事務所へ提出する スポンサーク

ラブの決定は地区委員が一括して行う。

またスポンサーがある生徒やロータリア

ン子弟は一次試験は成績にかかわらず

合格。但し二次試験では人間性を判断

するので子弟であっても、問題があれば

不合格となります。 

ガバナー補佐の任務について 

文字通りガバナーをアシストする役職でガバ

ナーの運営方針をクラブに伝達し、クラブから

現況を把握して、ガバナーに報告することが重

要な役割となっています。そのことがクラブ運営

上の手助けになるよう努めてまいりたいと思って

います。 

伝達方法として、クラブ訪問を年 5～6 回、会

長・幹事会年 10回（ガバナー補佐会議の後、但

し既に新年度開始前に 4回消化） 

公式訪問一週間前に訪問、公式訪問当日同

席となります。次回訪問は公式訪問（8 月 9 日）

の一週間前の 8月 2日となります。 

ガバナー補佐主催の I.M の案内時に訪問と

恒例の親睦ゴルフ大会等があります。I.M につ

いては 2018年 2月 15日（木）於：さいたま文学

館（桶川駅西口）三部構成の予定です。第 5 グ

ループ親睦ゴルフ大会は 2018年 4月 12日（木）

於：大宮ゴルフコースを予約してあります。 

2017年～2018年度地区主要行事 

10/16（月） 地区大会記念ゴルフ大会 於：栃

木プレステージ CC各クラブ 4名の参

加要請 設営担当上尾北 RC 

11/11（土） 地区大会 第一日 於：ロイヤルパ

インズホテル 

11/12（日） 地区大会 第二日 於：さいたま文

化センター 

＊ホストクラブの上尾西 RCを除く第 5グループ

のクラブはコ・ホストクラブとして地区大会の

役割分担がありますので実行委員会の指示

に従って大会運営上のご協力をお願い致し

ます。 

第 5グループ 周年行事 

2017年 11月 24日（金） 鴻巣 RC50周年 

2018年 3月 16日（金） 上尾 RC55周年 

2018年 3月 18日（金） 上尾西 RC45周年 

以上で私の就任の挨拶と致します。一年間よ

ろしくお願い申し上げます。 

地区大会参加のキャラバン（上尾西 RC） 

地区副幹事、地区大会会計 斉藤一雄様 

第 5Gパスト分区代理  長嶋輝一郎様 

上尾西 RC副会長    新井登志彰様 

 

委員会報告 

会員増強委員会 

宮城 仁 委員長 

1．行動（会員の） 

2．熱意（会員の） 

3．会長の意識（クラブ代表の

主として） 

4．企画力  増強のすべて

は企画力で決まる。会員

相互の協力と細かな計画、

人とのつながり、社会（奉仕の精神）そこに増

強ありき、企画なくして増強なし（細かな積重
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企画） 

直前会長・幹事慰労会、事務局歓送迎会 

加藤文男 会員 

 創立 25周年記念の大役を務

められました柿沼直前会長、

田邊直前幹事の慰労会を行い

ます。また、新年度でやめられ

ました石井、大島事務局員と

新たな事務局員になられた津

田様の歓送迎会を行います。詳細は後ほど

FAX致します。 

会員卓話 

 井上脩士 会員 

相補・代替医療（CAM） 

会員の皆さんは、健康な老

後を過ごすため今、身体にい

いなにをしていますか？ヨー

ロッパでは、130 年前から自

然療法（いい水、いい空気、

いい食物）に取り組んでいる。

最近になってやっと日本でも取り組む人たちが

現れてきた。 

医療費の高騰に苦しむ日本政府、私たちも

日常生活に於いて自ら進んで健康な生活を送

ろうではないでしょうか。今日の卓話が、その一

助になればいいのですが。 

 

ＣＡＭと呼ばれる医療
① 漢方（東洋医学）

② 鍼灸

③ アロマセラピー

④ 断食療法

⑤ サプリメント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相補・代替医療（ＣＡＭ)とは

① 患者中心の医療

② 健康維持・疾病予防、全人的治療

③ 人の一生の包括的ウェルネスケアを行う

④ 人間の究極的な生きる目的を求める、

人間的な医学

先進国でのＣＡＭへの取組み
・アメリカ：米国成人のＣＡＭの利用率は

33.8％。ＮＩＨに代替医療研究室が設置。

ＣＡＭの利用者は、教育レベルが高く、

金持ち。

・イギリス：チャールズ皇太子の支援のもとに、

国をあげてＣＡＭと取組んでいる。

1年間に1,000万人がＣＡＭを受けている。

気 虚

・気の生産障害：
先天の気を貯蔵し再生産する腎、外気をとりこむ肺、食
物を消化吸収する脾のいずれかの障害により気の生産
が低下する。

・気の消耗：
内因・外因・不内外因などの病的機転に対し、生体の恒
常性を保つために気を消費し、そのため気の量が低下す
る。

その結果： 精神活動の低下、全身の倦怠感、

神経循環無力症、内臓下垂、性欲低下、活力低下
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とっさのツボ 外関（がいかん）

急な耳鳴 難聴 めまい

気圧・寒暖に伴う頭痛

＊ 左手首から3横指

（軽く押さえて痛む所を

軽く押さえる、按ずる）

 

アロマセラピー

・芳香植物から抽出された100％

天然のエッセンシャルオイル

（精油）を利用して行う療法。

芳香浴 ： アロマポット

半身浴、湿布、塗布マッサージ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 本日 修正 

 7月 12日 7月 5日  

 1202回 1201回  

 通常例会 通常例会  

会 員 数 32 32  

出 席 数 19 23  

欠 席 数 13 9  

例会出席率 59.38% 71.88%  

Ｍ Ｕ 数 2   

合計出席数 21 23  

出 席 率 65.63% 71.88%  

CAMとアンチエイジング
・適度な有酸素運動（ウォーキング）

・ω3系脂肪酸（ＥＰＡ ＤＨＡ）

・ガンマアミノ酸（ＧＡＢＡ） 玄米

・抗酸化物質

ビタミンＡ，Ｃ，Ｅ コエンザイムＱ10 αリボ酸

リコピン、ポリフェノール、アントシアニン

・ストレス対策

鍼灸、マッサージ、気功、ヨガ、音楽療法
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スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 24,000 円

本 日 の 合 計 27,000 円

次回繰越金合計 51,000 円  

 

 

 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

第 5G ガバナー補佐 池田遥愰様  ガバナー補佐の

池田です。1 年間、何かとお世話になりま

す。 

ガバナー補佐幹事 村山隆之様  本日は鴻巣水曜ロ

ータリークラブの皆様に温かくむかえていた

だきましてありがとうございます。 

地区副幹事、地区大会会計 斉藤一雄（上尾西 RC）  

今日は地区大会のキャラバンでお邪魔致し

ました。ご協力をよろしくお願い致します。 

第 5G パスト分区代理（上尾西 RC) 長嶋輝一郎様  

上尾西 RCの長嶋です。本日は来る地区大

会参加のキャラバンに参りましたので、何と

ぞよろしくお願い致します。 

上尾西 RC 副会長 新井登志彰様  大貫ガバナー年

度の地区大会、大いに盛り上げたいと思い

ますので皆様、宜しくお願い致します。 

個人スマイル 

馬場知行会員  8/7 午後 6 時より宝持寺において薬

師様縁日があります。皆さん、ぜひいらして

下さい。 

スマイル 1  第 5 ガバナー補佐池田遥愰様 補佐幹事  

ようこそ水曜 RCお越し下さいました。 

 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉

会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会員・間

室照雄会員・松本安永会員・加藤文男会員・井上脩士

会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・

坂口正城会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員・寺西修身

会員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一会員・

青木日出光会員・松村豪一会員 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 朝見卓也 

委 員 木下純一  青木日出光 

7月 19日

（水） 

第 1203回通常例会 

会員卓話 間室照雄会員 

花チャリティー 

7月 26日

（水） 

第 1204回移動例会 

バーベキューパーティー 

会場：サニベル 

8月 2日

（水） 

第 1205回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

地区出向者報告 

花チャリティー 

8月 9日

（水） 

第 1206回通常例会 

ガバナー公式訪問 

8月 16日

（水） 
休会 

8月 23日

（水） 

第 1207回移動例会 

鴻巣 RC との合同例会 

卓話：池田遥愰ガバナー補佐 

会場：和風レストランとき 

8月 30日

（水） 

第 1208回通常例会 

外来卓話：地区会員増強維持

委員会 


