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大宮南ロータリークラブ週報
№１２ ０５/第 １６８５回例会（ ４/２３ ）

創 立 ：昭和 ５３年６月
例会 日 : 毎 週 火 曜 日

（２０１3.・４/３０発行）

12:30～13:30
会 場 ：サンパレス
会長 佐藤 誠
副会長
柴田 覚 ： 山崎 光夫
幹事 押目繁夫
事務局・さいたま市大宮区下町２－５１－８コーポＫＥＮ４０６ （６４８）６４５－０１８０ ＦＡＸ（０４８）６４８－２１８８

“ ＰＥＡＣＥ

ＴＨＲＯＵＧＨ

ＳＥＲＶＩＣＥ ”

奉 仕 を通 じて平 和 を
ご参加できる方いましたら是非よろしくお願い致します。

第１６８５回例会 プログラム
12:30

開会点鐘
ロータリーソング

≪幹事報告≫

お客様紹介

押目 重夫

・「ガバナー月信」

会長挨拶・報告

「ロータリーの友」発行

幹事報告

・閉会点鐘後、次年度のクラブ

各委員長報告

協議会開催

外部卓話
出席報告

≪各委員長報告≫

ニコニコＢＯＸ報告
13:30

幹事

地区ブライダル委員会 柴田 覚会員

閉会点鐘

４月 13 日(土)に第 2570 地区と
第 2770 地区合同の「友愛の広場」

第１６８４回例会

というブライダル委員会が年２回
行う合同パーティーを開催いたし

開会点鐘
ロータリーソング

ました。今回は 44 名の参加で３分

「我らの生業」

おきにテーブルを回るという形で、一組成立いたしました。

≪会長挨拶・報告≫
会長

また、ひとつ規定の改正がありまして、今まで登録する時
佐藤

誠

３千円で５年間という形だったのですが次年度から３年間

皆様こんにちは、まずは先週の 35

で５千円に切り替わりました。皆様ぜひご子息様いらっし

周年記念例会に当たりまして多く

ゃいましたらご登録をお願いいたします。

の皆様にご参集いただきました。
また、いろいろなお役目を分担し
お手伝いしていただきまして本当

創立３５周年記念事業実行委員長

斉藤 博一会員

皆様にひとつご報告・お礼を申し

にありがとうございました。当クラブはいざ本番になると

上げます。先週の 35 周年記念例会

一致団結してそれぞれの役目を果たしてくれて、とてもい

には多くの方々に協力いただきまし

い形で終えるというすばらしいクラブだと思っております。

て誠にありがとうございました。

特に八木さん、八木さんのお嬢様、出野さんや高橋さんには

本来ならば奥様方にもご出席いただ

大変お世話になりましてありがとうございました。

き盛り上げたかったのですが、会場の都合もありまして、

２０日(土)には、大宮シティＲＣの 15 周年式典に出席いた

あのような形になりました。また八木会員には私のわがま

しました。会員数 70 名ということで、私のまだまだやり残

までお茶をたてていただくようお嬢様に無理を申し上げま

していることは会員増強かなと感じております。５月最後の

してご迷惑お掛けいたしました。出野会員、高橋会員にも

理事会では、一人でも新入会員の承認が得られる様にがん

ご協力いただきましてありがとうございました。そして、

ばりたいと思います。最後の行事として国際大会への出席と

橋本会員、渋木会員には突然、乾杯と締めの挨拶をお願い

いうことでリスボンへ何名かで行かせていただきます。

いたしましたが快く引き受けていただきましてありがとう

理事役員でございますが、以前お配りいたしました資料
ございました。 今年度は、ガバナー補佐ということで地

の通りでございます(理事役員名簿参照) 委員会編成で

区の方へ出させていただき多くの周年式典に出席いたしま

すが、例年とちがうのは会員増強委員会とロータリー情

した。先程の会長のお話しでもありましたが、大宮シティ

報委員会に配置が多いということです。会員増強委員会

ＲＣが７０名、大宮西ＲＣが８０名に会員が増えています。

では委員長を藤井さんにお願いいたしました。地区とし

当クラブも今年度あと４名入会していただくと１２名の増

て女性会員や若い世代の入会増強を進めておりますが、

強ということで、これを３年間継続していただければ、す

当クラブとしては若手も女性も他のクラブから比べます

ぐに追いつきますのでがんばって下さい。また今月の「ガバ

と少なくないので次年度も年齢関係なくはば広く増強し

ナー月信」に先日行われたＩМの様子が載っておりますので

ていきたいと思います。ロータリー情報委員会では山崎

ご覧下さい。今年は私自身の大変勉強させて頂きまして、本

さんにいろいろロータリーの事に関して教えていただき

当に１年間ありがとうございました。

たいと思いまして、お願いいたしました。奉仕プロジェ
クト委員長には高橋さん、またロータリー財団委員長に

≪出席報告≫
会員数３８名

片岡 隆史会員

出席数２０名

出席率 52.63%

は龍前さん、米山記念奨学委員長には橋本さんにお願い
いたしました。次はプログラムの実施予定をご覧くださ
い。会場は、サンパレスとアルピーノ（夜間例会）です
が、会場は変更しないようにと考えております。年間で
変更になりますのは、８月６日(火)ガバナー公式訪問の

本日の合計

￥１８０００

35 周年例会お疲れ様でした。宗像年度スタートですね
頑張って下さい(橋本・高橋・樺沢・藤井) いよいよ宗像
年度が動き出しましたね、楽しみです(山崎) 地区協議会
欠席しました(矢野) ４月 19 日の地区協議会ご苦労様でし
た。今日はクラブ協議会、いよいよ宗像年度のスタート
皆様、35 周年記念例会へのご協力大変ありがとうござ
いました。次年度の準備が着々と進んでおります、引き
続きご支援をお願い申し上げます(佐藤・押目) 佐藤会
長、気が抜けて、宗像エレクト緊張感を感じます(黒臼)
クラブ協議会(次年度)よろしくお願いします(宗像)
昼間と朝晩の気温の差が大きいですので、体調には十分
気を付けて下さい(片岡)久々のサンパレスです。書類をた
くさんいただきました（龍前）アルディージャ 18 戦負け
なし！フレーフレー！(阪) クラブ協議会、ありがとうご
ざいました(堀田) いつも貴重なお話しをありがとうござ
いますゴールデンウィークは那須・塩原辺りでサイクリン
グしてます(小平)

日が清水園に、１月２１日(火)サンパレスが使用できな
いのでアルピーノで(夜間例会)、２月２５日がＩМＮ振
替えとなります。卓話についてですが、外部卓話・会員
卓話の他にロータリー月間には、各委員会で卓話ないし
勉強会の企画をしていただき卓話としてお話しをしたい
と考えています。次に、ひとつ変更がございます。
今まで「ロータリーの綱領」と言われたのがこれからは
「ロータリーの目的」と変わり「奉仕の理想」が「奉仕
の理念」と日本語がかわるようです。
では、2013～2014 年度大宮南ロータリークラブの活動
方針(案)をご報告いたします（資料参照）
１、２０１３～２０１４年度
ＲＩ会長

ロンＤ. バートン氏
（米国オクラホマ州弁護士）

ＲＩテーマ 「ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を」
「Ｅｎｇａｇｅ

Ｒｏｔａｒｙ

Ｃａｎｇｅ

Ｌiｖｅｓ」

２、２０１３～２０１４年度ＲＩ第２７７０地区
本日の司会 ： 樺沢 二郎会員

ガバナー

渡邊 和良氏（浦和北ＲＣ）

地区活動方針

「奉仕の心を行動に移そう」
「Ｓｅｒｖiｃｅ ｂeｇｉｎｓ ｗｉｔｈ ｙｏｕ」

クラブ協議会
会長エレクト

３、２０１３～２０１４年度
宗像 英明会員

地区運営方針

基本を大切に
・ポール・ハリスがなぜロータリーを創立したのか

皆様こんにちわ、次年度のクラブ

・ロータリーの本質は倫理性を大事にする団体である

協議会を始めます。19 日(金)には地

・ロータリーは会員間のあたたかい友情が基本である

区協議会がございまして本来この

寛容の精神を大切にする団体である

クラブ協議会は地区協議会の中身
のご報告と言うことですが、各委

✩増強は３０００名を目指す

員長様方には５月の協議会で発表していただきたいと思い

✩奉仕プロジェクトを増やす

ます。今回は会長エレクト研修会で地区の目標と当クラブ

✩卓話バンクの設立(各クラブに最近５年間アンケート)

の次年度の活動方針を発表をさせていただきます。最初に

✩職業分類表の見直し

✩米山・財団の勉強会を充実させ、趣旨を理解していただ

い。

いた上での寄附を。
✩メーキャップアーの実施

・年 13 回の外部卓話と 12 回の会員卓話を組んで下さい

✩ＲＬＩをもっと多くの会員に

講師の日程との関係で、外部卓話と会員卓話の日程変

✩クラブ内部強化のための勉強会、研修プログラムの充実

更があっても構いません。
・日帰り家族旅行企画お願いします。

４、地区目標

・夜間懇親会の企画を複数回お願いします。(６/3 は例会

①ＲＩ戦略計画の理解と実施

休会日ですので、夜間懇親会に)

②財団目標であるポリオ撲滅への支援

・次年度、１回だけでも全員出席例会を実現したいと思い

③会員増強。女性会員、若い世代の入会を増やす

ます。毎回、全員出席のお声がけをすることもあります

④ロータリーアクター、インターアクター

が、現実的」には実現可能日を設定し、集中的にお声が

ＲＹＬＡプログラムの若い青少年、青少年交換

けするような形になるのではないかと思います。ちなみ

プログラム参加者、財団奨学生、研究グループ

に、ガバナー公式訪問時が 1700 回ですので、その日に

交換留学生たちは明日にロータリアンであること

かぎらなくてとも結構です。

から、新世代奉仕部門にも力を入れていきたい

・インターネット以外の当クラブ広報の手段を検討して
下さい。

５、地区数値目標

・部門ごとに委員会を開催して下さい。最低年２回。

①会員数

３０００名（各クラブ純増５名）

②出席率

９０％以上

２）会員増強・向上部門

③財団寄付金額 一人当たり

年次寄付 ２００ドル

ポリオ・プラス
一人クラブ当たり
④米山寄付額

一人当たり

５０ドル

・純増５名を目標にしています。実現のための計画立
案をお願い。幅広い年齢層から、男女問わず増強を

ベネファクター １名

・若手会員にＲＬＩ参加を促す。

２００００円

・夜間親睦会として、年２回「新会員の集い」を企画

（普通寄付 5,000 円、特別寄付 15,000 円）

・新会員と共に「クラブ強化策の検討」を実行
・ロータリー月間に「委員会卓話」ないし「勉強会」

６、クラブ目標

を行う

✶増強は純増５名を目指す。年齢構成は幅広く男女問わず

・部門ごとの委員会を開催する。最低年２回

✶奉仕プロジェクトを増やす。職業奉仕は「ロータリー
の金看板」と言われるものの難解なので学習会形式の
例会を。地域社会奉仕については地域で何が求められ
ているかの検証作業を。国際奉仕では、効果的に行え
るものを選定し、補助金申請。
✶米山・財団については、趣旨を理解するための勉強会
を行う。
✶若手会員にＲＬＩ参加を促す（ロータリー情報委員会）
✶第３グループ内でメーキャップツアーを行う
✶ロータリー情報委員会に「クラブ強化委員会」の役割
を担っていただく。新入会員に対する研修とクラブ強
化策の検討を行っていただく。年２回の新会員の集い

３）奉仕プロジェクト部門(財団・米山はこちらの部門)
・財団寄付額、米山寄付額の数値目標を設定
・奉仕プロジェクトを設定し、新地区補助金の申請を
行う(４/３０まで)
・ロータリー月間に「委員会卓話」ないし「勉強会」
を実施。
・当クラブで奉仕プロジェクトとしてどのようなこと
を行うか検証作業を行う。必要であれば、「会員
卓話」予定例会を「クラブ協議会」に切り替える。
・部門ごとの委員会を開催する。

(夜・３年未満の会員対象)
✶できれば日帰り旅行企画１本(親睦委員会)
✶一回だけでも、全員出席例会を(出席委員会)

第１６８６回例会

✶年何回かは部門ごとに委員会開催を(財団・米山は奉仕
部門で)
✶ロータリー月間には、趣旨に合致したプログラムを
（委員会卓話）

外部卓話
資生堂販売(株)関東支店 大宮西オフィス
長谷川 あけみ様

７、部門ごとのお願い
１）クラブ管理運営部門

『メンズセミナー 男の身だしなみ講座』

関連委員会と相談して、ロータリー月間の趣旨に
合致するプログラム(委員会卓話７回)を組んで下さ

４月３０日(火)

サンパレス

12:30 開会点鐘

