
       

          ９月第一例会はガバナー公式訪問です。

会員の皆様、ご出席ありがとうございます。

本日のお客様として国際ロータリー

第２７７０地区大貫ガバナー、第７グルー

プ林ガバナー補佐、地区副幹事深澤様で

す。ようこそ蓮田 RC へお越しいただき感謝申し上げます。

本日は、11 時より懇談会・例会・クラブ協議会そして懇親会と長

い一日になりますので、よろしくお願い申し上げます。

さて、今年度のイアン・ライズリーRI 会長は「ロータリー：変化を

もたらす」をテーマに掲げ、大貫ガバナーは地区運営方針を「新たな

行動 新たな感動」としています。我々ロータリアンが地域のニーズ

の変化を捉えて奉仕活動の内容を変えていく、またニーズにマッチし

た新たな取組みを実施することも求められていると思います。

それには、新しい風も必要です。すなわち組織の活性化のために会

員増強も必要です。幸い、当クラブも本日新会員として栗原比呂志さ

んと田中靖さんをお迎えすることになりました。大貫ガバナーより後

ほどロータリーバッチの装着をお願いいたします。

新会員にもロータリアンとして、３つの義務を果たしていただきた

いと思います。①例会に出席すること②会費を払う③ロータリーの友

を読むことです。ロータリーを知る早道は経験上、例会に出席するこ

とだと思います。それがロータリーを楽しむことに繋がります。

本日の卓話は大貫ガバナーにお願いしてあります。また、ガバナー

におかれましては、例会終了後はクラブ協議会において各委員長から

どのような質問でるか分かりませんがよろしくご指導のほどお願いを

いたしまして、会長のあいさつといたします。本日は長丁場となりま

すが、よろしくお願い申し上げます。
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幹事    栗原 均

司会    島村 功

お客様の紹介
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奉仕の理想

今月の歌 「ふるさと」
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ロータリーの目的

       八鍬伸一
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  ガバナー 大貫 等様

✽✽✽✽クラブ協議会
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地区事務所より

・2018-19 年度クラブプロフィール提出のお願い

・地区役員推薦のお願い

第７G 合同親睦ゴルフ大会案内及び実行委員会開催案内

訃報：パストガバナー牧内 操様 8 月 23 日ご逝去(88 歳)

蓮田市商工会実行委員長より

・雅楽谷の森フェスティバル協賛金のお願い（９/20 訪問）
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本日で２７番目の卓話となります。

▶自己紹介 1957 年８月 29 日生

・事業所：(有)上尾動物病院

職業分類：獣医療

・ロータリー歴

1995 年 37 才の時に上尾西 RC 入会。

2010～11 会長

2016～17 ガバナーエレクト､ガバナー補佐  

・趣味は自転車

▶国際協議会より 2017.1.15～21

アメリカ サンディエゴにて開催

★ライズリーＲＩ会長講演の内容より

①RI 会長のロータリーの出会いは卓話を頼まれ

たことであった。ロータリアンとして実感した

ことは業界の重鎮には声をかけられなかったが、

34 才の時に会長となり PETS に出席し、ロー

タリーは平等である。

②入会して良かったことは・友だちが増えた。

・自分が成長できた・ビジネスにつながった。

・世界を回遊するチャンスがある。

RI テーマ「変化をもたらす」ためには、ＲＩ

戦略計画 3 つのの優先項目 キーワード「持

続可能性」「地球の持続可能性」一人一本の植樹

4/29 のアースディに地球温暖化防止のために二酸化

炭素削減「クラブのサポートと強化」男女会員のバラ

ンス ロータリーは何故女性が必要なのか・女性の余

波とはクラブを多様化させる・和らげる・女性の目線

で奉仕活動が見えてくる。＜地区では 7.6%、今年は

10%へお願いしたい。＞

★ミッティー・チャン氏 ロータリー全体で 40 才以

下５％ 35 才以下４％ このままいくとロータリー

を知らない人が多くなる。皆さんは変化を起こす人に

なりたい。

  ★アウフランク元 RI 理事「人道的奉仕の重点

化と増加」①地域のニーズを満たしている

こと②ニーズがある人々を一緒に巻き込む

こと③政府や他団体と協力体制をとること

によって持続可能となり、地域社会が関心

を持ちメディアの関心が高まる。

★ポール・ネツェル財団管理委員長 今年

度はポリオ発症ゼロ 監視体制の強化･資金･サ

ポートが必要。

「公共イメージと認知度の向上」★オーティン氏

よりロータリーを知らない人にロータリーストー

リーを伝え、ロータリーブランドを発信

★ウィリアム･ボイド元 RI 会長「親睦と奉仕」

「独自性」①私たちは奉仕がしたいから活動して

いる。報いを求めて奉仕をしているのではない。

②この世の一番の悲劇は無関心です。ロータリー

のユニークさがあるから 110 年以上つづいてい

る。世界の人びと私たち自身人生に変化をもたら

す。そしてロータリーは世界を変える行動にある

▶地区活動方針 ロータリー：変化をもたらす

  地区運営方針「新たな行動 新たな感動」

今と同じことをしていて安心なのか、未来のニー

ズに合わせたいことをしたいのか あとはライズ

リー会長の世界を変える行動人であることの二つ

を合わせて、変化をもたらそうとして、新たな行

動を起こす。

会員全員が一致団結し、知恵を絞って一生懸命に準

備し、実行する。とにかくチャレンジをすることに

よってクラブの活性化になるのではと。新会員の意見

を取り込んで巻き込んで責任を与えることが退会防止

になり遣り甲斐、達成感、

満足がその後に新たな感

動がと結ばれました。

大貫ガバナー

有難うございました

岩崎一隆 PHF＋２

田中政司 PHF＋２

栗原 均 PHF＋１

推薦者へスポンサーバッジ

栗原比呂志さん

田中靖さん

会員誕生日

古壕明人

☆齋藤清和

9 月の御祝

い
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  司会・進行：会長田中政司

委員会名 発表者

副会長 黒 須 雅 行

クラブ研修リーダー 波多野勝治

会場監督 島 村 功

クラブ管理運営部門

田 原 春 夫
プログラム

出席・会場 渡 辺 圭

親睦活動 山 岸 茂 夫

公共イメージ向上 金 子 淳 美

長期計画 中 野 政 廣

会員増強維持 加 藤 始

奉仕プロジェクト

川 田 金 造
国際奉仕

職業奉仕 白 日 光

社会奉仕 小 林 健 男

青少年奉仕 塚 本 晃

インターアクト 齋 藤 清 和

ローターアクト・ライラ 秋葉功四郎

ロータリー財団 岩 崎 一 隆

米山記念奨学・学友 深 江 瑞 枝

会計 飯 野 浩 一

会計監査 八 鍬 伸 一

質問事項

ガバナー補佐所感 林 明 様

          ガバナー講評より

        ◆クラブ会長は毎年変わります。会長の声かけに、会

員全員が賛同できるように、協力できるように基礎知識をつ

けてもらいたいのがクラブ研修リーダーの役割です。出来た

ら、３年以上または５年と固定化して、その場合副をつくっ

てリーダーを養成してスムーズにいくようにしておくと、そ

のクラブの均整が保たれるのではないかと思います。「ステ

イタスの漂うクラブ」いいですね。ロータリーの組織（Ｒ

Ｉ・地区・クラブ）ルール システム 用語を半年～８カ月ぐらいでやっていた

だきたい。My Rotary は世界の奉仕活動をすべて読み取れる。ルール、用語、

委員会の解説もされています。皆さん方の奉仕活動の参考にもなると思います。

◆出席率について 7 月は 72% 目標は 75%は低くないですか？ プログラムの

内容も考えて、①例会に来て役に立つ②ためになる③来て良かったと魅力を感じる

プログラムを。会員卓話はやっぱりいいなあと思います。出席率については①ＭＵ

の活用②欠席者のフォローですがどの委員会の方がやるのか、声掛けをしてあげる

ことが良いのでは③例会出席は立派な親睦活動なんです。親睦があっても人との交

流、信頼ができて初めて奉仕に行くという考えですね。

◆広報というのは内部向けで、ロータリーの認知度が上がらない。外に知らせ示

そうということで公共イメージに変更。ＨＰはロータリアン同志の事務連絡だと

思います。フェイスブック、インスタグラム等が有効

◆今、ＲＩでは各クラブ特徴づくりを主張しています。蓮田クラブが①どういう

クラブになりたいか②そのためにはどういう仕事の人がいたほうが良いのか③そ

の結果メンバーは何人いたらよいのか、必要なのかークラブのビジョンを持って

いないと。年に何回かクラブフォーラムを開いて、テーマを決めて意見を言い合

う例会もあると思います。

◆職業奉仕 世界の考え方は、自分の仕事の知識や技術を使って奉仕活動をすれ

ば、それが職業奉仕になる。職業人の解釈が自由になっている

◆社会奉仕 奉仕活動の見直しの時期であれば、皆さんで検討し、協力団体をつ

くることはその人たちにお任せすることも。すると次の奉仕活動に移れる ニー

ズを探り向こうの条件にはまったことをやる。

◆グローバル補助金については姉妹クラブとの合同で世界へ挑戦または構築を

持続可能性 事業が独り立ちできるようなプログラムに挑戦してください。

◆インターアクトクラブ、ローターアクトクラブへの例会にロータリアンの参

加。また例会に呼んであげて交流をしながらロータリーの精神、活動を理解して

もらう。ロータリアンの熱意、サポートがないと自然分裂に

◆財団・米山は皆さん方にぜひ理解をしていただきたい。賛同していただき自発

的に寄付をしていただくことなんです。Ｒ財団は３年前にご寄付いただいた金額

の 2400～2600 万円がおりてきます。半分が地区補助金に、後の半分がグロー

バル補助金へ。ぜひこのグローバル補助金を使ってほしい。世界平和フェロー

米山は地区寄付額が多いので３４名の学生の受け入れがあります。いろい

ろ批判がありますが、今は知的支援を、優秀な学生が日本の大学へ。

     ＜ご指導有難うございました。＞ 一部を掲載しております。

林ガバナー補佐より：蓮田クラブへは 4 回の訪問となりますが、いろ

んなクラブを拝見させていただき私自身がいい刺激を受けております。

ひとつ米山の委員長さんは寄付金を集めるのに大変苦労しています。幸手

RC が会費に＋3 万円となり、久喜 RC も考えております。

・米山梅吉会館へ２年前に行ってまいりました。入場料が無料ですので

ニコニコＢＯＸに全員が入れてまいりました。担当の女性の方が丁寧に説

明していただき、行って良かったと思いました。

・ローターアクトのセミナーへ出て、自クラブにも作りたいと思いました。
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林 明 さん 公式訪問よろしくお願いいたします。

田中政司さん 本日はガバナー公式訪問です。大貫ガバ

ナー、林補佐、深澤副幹ようこそ蓮田 RC

へお越し下さいました。皆様、ご出席あり

がとうございます。

栗原 均さん 大貫ガバナーようこそ蓮田へ。よろしく

お願いします。

秋葉功四郎さん 大貫ガバナー、林ガバナー補佐、深澤副

幹事ようこそ蓮田 RC へ。大貫ガバナー

卓話宜しくお願いします。

土橋藤男さん ガバナー本日は公式訪問ご苦労様です。

白 日光さん めっきり秋らしくなってきました。大貫ガ

バナー今日はよろしくお願い致します。

波多野勝治さん 大貫ガバナー、林 G 補佐本日はヨロシク

願います。

舟山清志さん 大貫ガバナー蓮田クラブへようこそお越し下

さいまして有難うございます。

飯野浩一さん 大貫ガバナー、林ガバナー補佐蓮田ロータ

リークラブへようこそいらっしゃいました。

岩崎一隆さん 大貫ガバナーようこそ蓮田ロータリークラブ

へ。第７G ガバナー補佐林さん、地区副幹

事深澤さんよろしくお願いします。

金子淳美さん 大貫ガバナー、林ガバナー補佐、地区副幹事

本日はようこそ。ご指導よろしくお願いしま

す。

加藤 始さん 大貫ガバナー、林ガバナー補佐、深澤副幹事

ようこそ。

川田金造さん ガバナーお世話になります。

桐田直樹さん 大貫ガバナーようこそ。

近藤敬男さん 大貫ガバナー、林ガバナー補佐本日御指導

よろしくお願い致します。

鯨岡文夫さん 大貫ガバナーようこそ。

黒須雅行さん 大貫ガバナー、林ガバナー補佐、深澤地区副

幹ようこそ蓮田 RC へ。陳萌萌さん、エバさ

んようこそ。宜しくお願いします。

森伊久磨さん 本日はガバナーよろしくお願いします。

本橋敏男さん 大貫Ｇようこそ。病気自宅療養です。あまり

出席できませんが年内はそのようです。

武藤倫雄さん 大貫ガバナー公式訪問有難うございます。本

日はよろしくお願い致します。

中野政廣さん いつもお世話になります。大貫ガバナー宜し

くお願い申し上げます。

齋藤清和さん 大貫ガバナー、林 G 補佐、深澤副幹事よう

こそ。どうぞよろしくお願いします。

田原春夫さん 2770 地区大貫ガバナー、林ガバナー補佐

さ、深澤地区副幹事大変お忙しい中ようこそ

おいで下さいました。本日は宜しくお願いし

ます。

十川英男さん ガバナーごくろう様です。今日はよろしくお

願いします。

富田 穣さん 久しぶりの会場にてガバナー公式訪問いいで

すね！本日もよろしく。

塚本 晃さん 大貫ガバナー本日は宜しくお願い致します。

八鍬伸一さん 大貫ガバナー、林ガバナー補佐今日はごくろ

   う様です。よろしくご指導の程お願い申し上

   げます。

深江瑞枝さん 主人と二人の生活からエバちゃんを迎え、に

ぎやかで楽しい生活を送っています。

斉藤啓崇さん お世話になります。本日も宜しくお願い致し

ます。

宮野訓夫さん 久々の出席です。よろしくお願いします。

小林健男さん 本日はよろしくお願いします。

岩崎 理さん 本日も宜しくお願いします。

島村 功さん 本日もよろしくお願い致します。

関根 浩さん 本日も宜しく御願い致します。

渡辺 圭さん 本日もよろしくお願い致します。

山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。

総数 出席 欠席 ＭＵ

53 35

（２）
15 ６

(出席免除 3)

本日の出席率 82.69％

修正出席率（８/23） 62.75%

本日の合計 累計 総数

￥59,000 ￥338,500 36 名

目標額  ￥2,000,000

使途指定

例会場 埼玉りそな銀行蓮田支店 ３F

事務所 蓮田市本町 4-１１ 日信ビル 2F

例会日 水曜日 12:30～13:30

ＴＥＬ 048-765-1288

ＦＡＸ 048-765-1289

ｅ-mail hasudarc@gmail.com

http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

会 長    田中政司    幹 事 栗原 均

会長エレクト 田原春夫    副会長 黒須雅行

副幹事   島村 功   

公共イメージ向上委員長    金子淳美

     副委員長   斉藤啓崇

     委 員    土橋克美 星野正男

川田金造 栗原正生

野村 均 齋藤 清


