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次週の例会

今週の例会

2010 年 11 月 2 日(火)第 302 回
■点 鐘
１2 時３０分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト
■プログラム主題 外部卓話
地区 R 財団部門

クラブテーマ

２２年１０月１９日

第３００回例会

幹事/中山 祐太郎

2010 年 11 月 13.14 日第 303 回
■点 鐘
■例会場
■ソング
■プログラム主題 地区大会

ＮＯ．２３０発行

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

ロータリーの夢を実践・行動で

」

片山

金次郎

皆様こんにちは。
本日は今年度一番大切な例会になります。第２７７０地区 井橋吉一ガバナーをお迎えしての公式
訪問例会です。ガバナーには連日ロータリー活動で大変お忙しい中訪問いただき、心より感謝申し
上げます。また、本日は大宮南東 RC との合同例会となりました。村松会長はじめ大宮南東ＲＣの
皆様よろしくお願いいたします。そして欅ＲＣとしては、本日のガバナー公式訪問合同例会が創立
から数えて第３００回目の記念すべき大変喜ばしい日となり、会員 100％出席で井橋ガバナーをお
迎えすることができました。本日一日、ご指導よろしくお願いいたします。
さて、今年度スタートにあたり井橋ガバナーは、今現在ロータリーが多くの問題を抱えている時
にこそ、私達の意識を原点に戻す事が必要とし、地区テーマを「創立の原点に回帰しよう」といた
しました。７年目を迎えた我がクラブも地区と同様に難題が山積しておりました。会員の減少、高

齢化、新会員が少ない、財政難等です。そして今年度のスタートも、地区のテーマに呼応し決して楽
ではなかった創立時を想い起し、あの頃の信念、熱意、友情を確認し合い現在まで活動してまいりま
した。増強では担当部門委員長の活躍もあり目標の５名以上の新会員を獲得できそうですし、事業に
ついても、例会内容についても会員の心を合わせた協力で充実してきております。３年後の創立１０
年、その先のクラブ成長の基盤を造る為に今頑張っていきたいと考えております。
例会前に私と幹事と会長エレクトとの面談も和やかに終了し、これから例会卓話、クラブ協議会と
長時間にわたりガバナーにご指導いただくことになります。実のある有意義な公式訪問になりますよ
う皆様のご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

■ゲスト紹介

■委員会報告

ガバナー
ガバナー補佐
地区副幹事
新入会員令夫人
新入会員令夫人
オブザーバー
米山奨学生

井 橋 吉 一 様
野 原 哲 夫 様
平 野 吉 宏 様
伊 藤 多賀子様
中 村 節 子 様
大 沢 良 治 様
ﾁｬｲｳｯﾄ・ﾏﾕﾘｰ 様

●ロータリー財団委員会
表 彰
野原

哲夫会員

★MPHF

４回

★ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀ- 1,000＄

●会員増強維持部門委員会

新 入 会 員
平野副幹事様

伊藤多賀子様

大沢良治様

■幹事報告

中村節子様

マユリー様

中山

祐太郎

●ガバナー事務所より
①ポリオ撲滅実行委員会よりポリオ撲滅チャ
リティバザーのお礼状が届きました。
②会員増強大会のご案内
日時：Ｈ22 年 12 月 15 日 17：00～
場所：さいたま市文化センター
●クラブより
①先日開催の社会奉仕事業の写真がホームペ
ージにアップされています。ご覧下さい。
②パストガバナー 久世様が会長の青少年育成
さいたま市民会議の会報「はばたき」に、当
クラブ社会奉仕事業が掲載されています。
③訃報です。当クラブ特別代表 大橋軍治様が
お亡くなりになりました。
通 夜：本日 10 月 19 日(火)18：00～
告別式：10 月 20 日(水)11：30～

●伊藤

操会員

【プロフィール】
生年月日
事業所名
業
種
所 在 地

昭和 29 年 6 月 12 日
（株）オオイ
溶接・建設業
さいたま市西区島根

●中村

芳彦会員

【プロフィール】
生年月日
事業所名
業
種
所 在 地

昭和 30 年 11 月 1 日
（株）彩善
塗装・防水工事
さいたま市桜区西堀

■公式訪問 卓

話

ガバナー

井橋

吉一様

本日はガバナー公式訪問に当たり訪問の目的でありま
す「ロータリーの重要な問題に焦点を当て説明してロータ
リアンの皆さんに理解を得る」為に訪問しました。内容と
して 2010-11 年度レイ・クリンギンスミスＲＩ会長のテー
マ、方針並びに第 2770 地区のテーマ、方針について説明
します。
2010-11 年度レイ・クリンギンスミスＲＩ会長は、ＲＩテーマを考えるにあたり、会
員候補者やロータリーに関心を持っている人々から「ロータリーとは何か」、
「ロータリ
ークラブとは何をする団体なのか」といった質問を良く受けるが、簡潔でしかも効果的
に答えるのは難しく、適切な言葉を探す上で、四大奉仕部門を再検討しました。クラブ
奉仕と職業奉仕はどちらも人生を謳歌し、善き市民となるよう私たちを導いてくれるも
のであり、また社会奉仕と職業奉仕を合わせると地域社会をより住みやすく働きやすい
地域にすることができるでしょう。一方国際奉仕は国や大陸を異にする海外のクラブと
協力し世界理解、親善、平和を広め世界をより良くする機会を私たちにあたえます。そ
こでレイ・クリンギンスミスＲＩ会長は「ロータリアン以外の人々にロータリーの目的
を説明すること」と「ロータリアンにロータリーの原則の重要性を再認識してもらうこ
と」、この 2 つの目標を満たす簡潔なＲＩテーマを「地域を育み、大陸をつなぐ Building
Communities Bridging Continents」としました。
さて上記に掲げました「創立の原点に回帰しよう」については 2010-2011 年度の地区
のテーマと考えました。1905 年青年弁護士ポール・ハリスがシカゴにロータリー・クラ
ブを設立したときの 4 人の会員による志、趣旨や、各ロータリー・クラブを創立したと
きのチャーター・メンバーによる志、趣旨に回帰し、その努力と情熱について理解を深
め私たちのロータリーに対する志気を高揚しましょう。
現在の第 2770 地区では多くの課題を抱えております。例えば、クラブの会員減少に
よって奉仕活動の継続、または新しい活動が難しくなっている。新会員の入会が少ない
為に現会員の年齢が高齢化している。小規模クラブでは例会出席者が少なく例会の運営
形態に支障が出ている、等。このような状況を打開するべく各クラブで課題解決に取り
組んで居りますが、解決策もなく閉塞状況になっていることもあります。勿論課題によ
っては、意欲あるロータリアンの努力で解決している事例も多くあります。唯、解決し
ない課題も少なくありません。
この状態を打開するには第 2770 地区ロータリアンの総意によって少しでも解決の糸
口が見つかればと思います。そしてこの課題の取り組みに当たり、ロータリーの創立と
地区内クラブの創立の原点に回帰して、当時の志、趣旨について理解を深め、私たちの
志気を高揚して解決に少しでも近づきながら第 2770 地区並びに各ロータリー・クラブ
の継続的発展に繋げたいと考えています。

ガバナー面談及びクラブ協議会に
おいて、井橋ガバナー・野原ガバ
ナー補佐よりご指導ご助言をいた
だきました。

■スマイルＢＯＸ
■村松 秀樹様（大宮南東ＲＣ会長）
本日は、さいたま欅ＲＣとの合同公式訪問で
す。めでたく開催、お世話いただきありがとう
ございます。
■大橋 令子様（大宮南東ＲＣ幹事）
ガバナー公式訪問です。ガバナーようこそ！
■村松 英明様（大宮南東ＲＣ
本日ガバナー公式訪問。さいたま欅ＲＣ様よ
ろしくお願いします。
◆片山 金次郎会員
本日はガバナー公式訪問例会です。第 2770
地区 井橋ガバナーには連日ご多忙の中訪問い
ただき心より感謝申し上げます。また、村松会
長はじめ大宮南東 RC の皆様、合同例会よろし
くお願いします。欅 RC は今日の例会は第 300
回目の記念の例会です。公式訪問例会に丁度あ
たり大変おめでたい限りです。ガバナー、本日
１日ご指導よろしくお願い申し上げます。
◇中山 祐太郎会員
本日はお忙しい中、井橋ガバナー、野原ガバ
ナー補佐、地区副幹事 平野様ようこそお越し
くださいました。ご指導よろしくお願いいたし
ます。大宮南東 RC の皆様、合同公式訪問例会
よろしくお願いいたします。
◆秋本 昌治会員
井橋ガバナー、ご来訪いただきありがとうご
ざいます。
◇井上 久雄会員
RI2770 地区 井橋ガバナー様、ガバナー補
佐 野原様、地区副幹事 平野様、ようこそさい
たま欅ロータリークラブにお越し下さいまし
た。本日の公式訪問緊張いたしますが、よろし
くご指導のほどお願いいたします。
◆井上 博明会員
井橋ガバナー、公式訪問ありがとうございま
す。よろしくお願いいたします。義母の葬儀に
会葬くださりありがとうございました。心より
感謝申し上げます。
◇内木 滋郎会員
本日の公式訪問例会、国際ﾛｰﾀﾘｰ 第 2770
地区 井橋ガバナー、野原ガバナー補佐、平野
地区副幹事様には大変お世話になります。よろ
しくご指導お願い申し上げます。また、伊藤さ
ん、中村さん、ご入会おめでとうございます。
オブザーバーの大沢さん、ようこそお越し下さ
いました。早めのご入会をお願いいたします。
大宮南東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 村松会長をはじめ、今日は
合同公式訪問です。お世話になります。
◆清宮 義雄会員
国際ﾛｰﾀﾘｰ 第 2770 地区 ガバナー井橋様、
ガバナー補佐 野原様、本日はご多忙のところ

ありがとうございます。大宮南東 RC の皆様
ようこそ。本日当クラブの３００回記念例会
です。よろしくどうぞ。
◇小池 智修会員
井橋ガバナー、平野副地区幹事、ようこそ
当クラブへお越し下さいました。公式訪問例
会楽しみにしておりました。新入会員の伊藤
さん、中村さん、これからもよろしくお願い
します。今日は我々の記念すべき３００回例
会です。お祝いしましょう。イワオー！！
◆田中 修会員
井橋ガバナー、公式訪問ありがとうござい
ます。本日はご指導よろしくお願いいたしま
す。平野地区副幹事、野原ガバナー補佐、あ
りがとうございます。伊藤さん、中村さんの
入会を歓迎いたします。
◇寺沢 良治会員
本日はガバナー公式訪問例会です。お客様
として、ガバナー 井橋吉一様、地区副幹事 平
野様、ガバナー補佐 野原哲夫様、また新入会
員 伊藤様令夫人、中村様令夫人、オブザーバ
ー 入会予定者 大沢良治様、ようこそおいで
下さいました。よろしくお願いします。
◆内藤 憲会員
本日は第３００回例会での記念すべき例会
に井橋ガバナーをお迎えすることができまし
た。ご多忙の中、井橋ガバナーには誠に感謝
いたします。また、大宮南東ＲＣとの合同開
催でもあります。ご出席の皆様、がんばりま
しょう。
◇本多 正和会員
本日は、ガバナー公式訪問、井橋ガバナー
よろしくお願いいたします。また大宮南東Ｒ
Ｃの皆様、合同例会よろしくお願いいたしま
す。新入会員 伊藤さん、令夫人、中村さん、
令夫人、オブザーバー 大沢さん、ようこそお
越し下さいました。本日もよろしくお願いい
たします。
◆三上 等会員
本日は井橋ガバナーに於いては、大変お忙
しい所公式訪問にお越しいただきありがとう
ございます。お客様、新入会員の皆様、よう
こそいらっしゃいました。本日もよろしくお
願いいたします。
10/ 19 34,000 円

累計

309,000 円

■出席報告
月日
10/19

会員総数

出席

欠席

出席率

18

18

0

100％

