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大宮南ロータリークラブ週報
No.1162／第 1635，1636，1637 回例会
創 立・昭和 53 年 6 月
（4.11，4.24，5.1）
（2012．５．８発行） 例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
会 場・サンパレス
会長 八木嘉奈枝
副会長 相澤 和悦・阪 とし子
幹事 大沢 守輝
事務所・さいたま市大宮区下町２－51－８コーポＫＥＮ406 ☎（048）645－0180 FAX （048）648－2188

REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

心の中を見つめよう 博愛を広げるために
第 1638 回例会プログラム
12：30 開会点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング
ビジター紹介
会長挨拶及び報告
幹事報告
各委員長報告
クラブ協議会（次年度）
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

ご 挨 拶
張 静君（米山奨学生）
皆さんこんにちは。ちょっと緊張しているのです
が，今年はロータリーと出会えて，今日ここで皆さ
んに会えてとてもうれしいです。よろしくお願いし
ます。

会長挨拶及び報告
八木嘉奈枝会長
今月は第 1 例会が３日で観桜例会でした。第２例
会が 11 日大宮シティＲＣとの合同例会だったので
すが、これが両方とも爆弾低気圧ですか？ それに
当たってしまいまして，大荒れの天気になってしま
いました。
観桜会では観覧会になってしまいまして，
黒臼さんのお宅で大変お世話になりました。ありが
とうございました。合同例会では卓話をしていただ
きました。杉山さんという薬物から立ち直った方の
卓話で，大変感動的でして，その後写真入のお葉書
もいただいておりますので，後で回覧させていただ
きます。
私の任期も２ヶ月余りになってしまいまして，考
えてみますと心残りのことばかりが頭に浮かんでき
て，とても２ヶ月ではできないのですが，少々あせ
っております。しかし最後まで気を抜かずに走って
いこうと思いますので，ご協力をよろしくお願いい
たします。
４月 16 日に第８回会長幹事会がありました。
そこ
で会員増強の話があり，３月末第３グループ６クラ
ブの状況が４名の増強なのです。危機的状況だとい
うことで，ぜひ皆さんここで今一度会員増強を頭に
入れていただいて，お知り合いの方とか会社関係の

大宮シティＲＣとの合同例会
平成 24 年４月 11 日（水）清水園

張 静（チョウ セイ）君（米山奨学生）

ビジター紹介
黒臼 秀之ＳＡＡ
中国の西安市から来る。埼玉大学教育学部研究科，
学校教育専攻。学校の先生・子供・子供の親のカウ
ンセラーを目指して勉強中。
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方とかで，ロータリアンとして相応しい方がいらっ
しゃるかどうかを考えていただきたいと思います。
次年度は南クラブに取りましての大切な年になりま
すので，そういうことも踏まえまして，ぜひ皆様の
お力をお借りしたいと思います。
「ロータリーの友」３月号なのですが，2012 年の
国際協議会リポートとして田中作次ＲＩ会長エレク
トの「奉仕を通じて平和を」と題した講演の内容が
載っております。日本人で３人目，30 年ぶり，しか
も 2770 地区で輩出されましたＲＩ会長エレクトの
大事なメッセージですので，これは必ず読んでいた
だきたいと思います。

今月 12・13 日に私の母の通夜・告別式に皆様方に
色々お世話になりました。天寿を全うしたというこ
とで，皆様方には本当に色々ご厄介になりました。
改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。

出席報告
龍前 篤司会員
会員数 36 名 出席者数 18 名 出席率 50.00％
前回修正出席率 73.00％

樺沢 二郎会員
本日の合計 ￥17,000
本年度の合計 ￥487,000
・張様 1 年間一緒にお勉強しましょうね（八木）
・張
さんようこそ。佐藤年度できる限りお手伝いさせて
いただきます。よろしくお願いいたします（大沢）
・
張さんようこそ（橋本）
・張静さんようこそ（宗像）
・
張さんよろしくお願いします（福地）
・米山奨学生張
さんようこそ。今後ともよろしく（山崎）
・今年度米
山奨学生の張静さん，
皆様よろしくお願いします
（黒
臼）
・張さん大宮南ＲＣへようこそ。同じ張と申しま
す。これもなにかの縁ですね。お近づきになれれば
と思います（張）
・張静さんようこそ（斉藤）
・張静
さんようこそ。
昨年大宮南小学校の創立 80 周年に寄
贈させていただきました木に花芽がつきました(柴
田)・久しぶりのサンパレスですね。大変食事がおい
しゅうございました（高橋）
・張さんようこそ（樺
沢）
・張さんようこそ（龍前）
・30 日まで高島屋北海
道展をやっております。ぜひ起こし下さい（山口）
・
先日は地区協議会お疲れ様でした。張さん大宮南Ｒ
Ｃへようこそ（押目）
・先日はお世話になりました
（堀）
・次年度お世話になります。ご協力よろしくお
願いいたします（佐藤）
◇本日の司会者◇
黒臼 秀之ＳＡＡ

米山奨学金授与
張 静君（米山奨学生）

ＲＬＩ卒後セミナー修了書授与
柴田

覚直前会長

クラブ協議会（次年度）
佐藤誠会長エレクト 次年度のクラブ協議会を行
います。先週の地区協議会の報告と次年度ガバナー
の地区の方針を報告いたします。来月はそれを受け
て各委員長に事業計画を考えてもらいます。次年度
は大宮南ＲＣの 35 周年に当たるということで，
内容
につきましてはパスト会長会等で色々アドバイスを
いただいております。とりあえず 35 周年記念事業
実行委員会を立ち上げさせていただいて，そちらの
委員長を斉藤博一会員にお願いしてあります。内容
的にはアイディアを出していただいているところで
すが，台湾を訪問した時に先方の永和ＲＣの大歓迎
振りを体験してしまいましたので，その辺を踏まえ

幹事報告
大沢 守輝幹事
① 田中作次ＲＩ会長エレクトがラジオＮＡＣＫ５
でさいたま市長と対談，
12/5，
19/5 午前7 時より。
② 宮城県仙台市山田ＲＣより，震災で被災した児
童の作文集が届く。回覧にて。
③ 日韓親善会議，
台湾親善会議の連絡が来ている。
参加可能の方は事務局まで。

ご 挨 拶
堀

奉之会員
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て計画していきたいと思っています。それと同時に
次年度は私どものクラブから斉藤会員が当地区のガ
バナー補佐として出られるということで，ＩＭの担
当になります。ＩＭ実行委員会委員長として出野会
員にお願いしております。その他の委員会委員長さ
んにつきましては，直接お話をして快くお引き受け
いただきました。協議会報告として 2770 地区の次
年度ガバナーが田中徳尚さん，川口ＲＣの方です。
お仕事はセントラル自動車技研社長，満 60 歳，大変
フットワークの軽い方です。ガバナー自ら段取りを
する素晴らしい方です。お父様もこの地区のガバナ
ーをされていた方だそうです。2012－2013 年度ＲＩ
会長は当地区から田中作次さんが出られることにな
っています。そんな関係で次年度はいつもの年より
はＲＩに関わる分野についても協力要請があるのか
なと思っています。来年度の国際大会はポルトガル
のリスボンで開催される予定ですので，クラブから
多くの方が行ければよいと考えております。2012－
2013 年度 2770 地区活動方針，運営方針及び地区委
員会活動方針では地区の活動方針として田中ガバ
ナーが掲げられたのが，
「ディスカバー ザ ロータリ
ー」で，ロータリーで素晴らしい出会いをというこ
とです。知らなかったロータリーの魅力を発見して
いこう，
という思いでこのテーマを掲げられました。
地区の目標は＜①ＲＩ戦略計画の理解と実施 ②世
界平和フォーラムの支援をはじめとするＲＩの協力
③奉仕活動を推進するために仲間を増やす，増強
④ＲＩ会長賞への挑戦 ⑤地区平和賞への挑戦＞の
５項目をあげています。数値目標は次年度 3,000 と
いう，より高い目標を掲げてチャレンジしていくこ
とが大切だということで，
この数値となっています。
当クラブは５名の増強目標をあげさせていただいて
います。財団及び米山では一人当たり，クラブとし
ての目標は従来通りです。総論としてロータリーは
クラブが主体であり，地区はその活性化のために存
在します。これが田中ガバナーの考え方なのだろう
と解釈します。それを受けてそれぞれの部門あるい
は委員会に求めることがあります。管理運営部門で
はＲＬＩという研修プロジェクトについて特にこの
地区では力を入れていて，まずＲＬＩに参加する会
員を一人でも多く出してほしい，その前提としてク
ラブ自体のクラブ研修リーダーを任命してクラブ全
体で研修を続けてもらいたいということです。奉仕
プロジェクトにつきましては，2570 地区と合同で地
域社会奉仕のプログラムを実施する予定であります。
具体的には地区のブライダル委員会として柴田会員
が出向していただいていますが，今までの 100 組と
いう実績を踏まえて隣の地区との合同で行っていく
ということです。広報部門では会員増強という点が

強く強調されているところです。ロータリーの公共
イメージと認知度を上げて，ロータリーそのものを
ブランド化していきたいということです。具体的に
活動を展開していく中でネットを最大限駆使して広
報を行っていくというものです。職業奉仕部門ある
いは会員増強ということにもつながってくる，ネッ
ト上で会員の事業の内容などを広告・宣伝していき，
それによってまた新たな会員を増強することにつな
がるであろうし，職業奉仕というロータリーの根の
ところにも役に立っていくであろうと考えます。当
クラブも２年前にホームページを立ち上げています
が，なかなか更新されておらず，単なる案内ではな
いので更新されないということで逆にイメージが悪
くなってしまうという危険性もあります。地区の方
針とリンクしてＨＰや便利な道具としてのＩＴをう
まく利用していきたいと思っています。ガバナーが
ガバナー補佐に求めることとして，会員増強と財団
と米山の目標達成のためにクラブを指導してくださ
いということが強調されています。クラブ活性化委
員会では例会を充実して出席率を向上させる，新し
く入会した会員が例会を楽しみに来てもらえるよう
な例会作りが必要なのだろうと思います。会員数自
体が純増になっていかない，これはどこのクラブで
も同じように言っています。新しい仲間を増やすの
とそれ以上に例会を充実させる，それによって基本
的な出席率を上げる，そんな次年度にしたいと思っ
ています。国際奉仕では年度がまたがることですが，
新地区補助金を申請しており受けられると思います
が，６万弱の金額にしかならないと言われておりま
すので，書き損じハガキと合わせてネパールの学校
の為に企画したいと思っています。新世代では大宮
開成高校とのインターアクトを今まで同様に活動し
たいと思います。米山記念奨学部門 新たに米山奨
学生として張さんをお世話することになっておりま
す。そのときだけでなく学友会を設置していきまし
ょうという話です。地区戦略委員会には斉藤ガバナ
ー補佐もメンバーに入っています。ざっとペッツと
地区協議会の報告と，次年度の人事に対しての報告
をさせていただきました。来月も次年度のクラブ協
議会がありますので，各委員長に事業計画を考えて
いただくという段取りになっておりますので，ぜひ
来月も出席をよろしくお願いいたします。

移動例会 博物館見学
平成 24 年５月１日（火）埼玉県立博物館
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