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例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱  

  鴻巣水曜ロータリー賛歌「われらが誇り」 

四つのテストの歌  奉仕の理想 

ロータリーの目的唱和    

山口光男 会員 

 

 

お客様紹介 

第 5グループガバナー補佐 大貫 等 様 

 

ガバナー補佐幹事 岡村哲也 様 

 

例会プログラム 

司会 小畑正勝 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

鴻巣水曜ロータリー賛歌：われらが誇り 

四つのテストの歌  奉仕の理想 

ロータリーの目的 山口光男会員 

お客様紹介 柿沼洋一会長 

会長挨拶 柿沼洋一会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

お客様挨拶 

 第 5グループガバナー補佐 大貫 等 様 

  ガバナー補佐幹事 岡村哲也 様 

委員会報告 

R財団、米山記念奨学部門 井上脩士委員 

親睦委員会 加藤文男委員長 

花火協賛について 宮内たけし会員 

クラブフォーラム 

 クラブ戦略計画 大澤二三夫委員長 

出席報告 宮内たけし委員 

スマイル報告 寺西修身副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶            柿沼洋一 会長 

 こんにちは。本日は

第 5 グループガバナ

ー補佐であり、ガバナ

ーエレクトの大貫等様

とその補佐幹事であ

られます岡村哲也様

がお見えになっています。後程ご挨拶頂きます。

宜しくお願いいたします。 

さて、会長として 2 回目の会長挨拶をさせて

頂きます。 

7月 9日（土）に糠田グラウンドで熊谷、行田、

鴻巣の合同水防訓練があり、分団長として参加

してまいりました。何十年も同じ内容の訓練のた

め形骸化してしまっている様で、消防団、水防

団は究極のボランティアという団長の言葉がちょ

っと空しかった気がしました。ただ、ヘリコプター

による救出訓練を見ていると訓練の重要性を感

じるのも事実でした。 

訓練とは違う話ですが、現在中国人の労働

者が約 70 万人いるとの話ですが、中国では

2010 年に「国防動員法」なる法律が成立し変事

に際しては、国外にいる人も対象に共産党の命

令に従わなければならないことになっています。

大変に恐ろしいことだと思います。現政権は外

国人に対し日本国籍を与えることを簡素化しよ

うとしているようですが如何なものでしょうか。7

月 10 日に参議院選挙がありましたが、現在議

員の数 参議院…242 人 衆議院…475 人で

す。 

700 人余りの国会議員に国の方向を決められる

のは制度上当然のことですが、政党の都合や

マスコミの報道姿勢にかなり左右されてしまって

いる様でなんだか気持ちが悪いです。そして選

挙の結果与党が 2/3の議席を確保しそうな状況

を生みそうですが、憲法改正を含め政府の方針

には特に注目したいと思っています。 

また昨日会長幹事会がありました。報告事項

として各部門セミナーへの参加要請がありまし

たので委員長、部門長の方は是非ご参加いた

だきたいとお願いいたします。青少年交換派遣

学生の募集開始（7.3～8.3 まで）に際しての説

明会には募集定員 20名のところ 40名が参加さ

れたそうです。優秀な方が多かったということで

選考には苦慮されることでしょう。各クラブの現

状、心配事、疑問点についての中では、IM で

各クラブが新規の事業や活動について発表す

ることになっているが、どんなことを考えているか

教えてほしい。との質問がありましたが、まだ始

まったばかりで動いていないところがほとんどで

した。特筆すべきは桶川イブニングクラブでは

すでに 3 名の増強を果たされたそうで岸会長も

大変うれしそうでした。 

本日のクラブフォーラムでは、新機軸を見出

して新しい奉仕活動を始めて欲しい、との地区

からの強い要請に従いクラブの今後について

意見を交わしてほしいと思っています。その新

機軸を見出す前に、継続している活動をどう完

結、昇華させるのかを方向付けしなくてはなりま

せん。大澤委員長に託しておりますのでその指

示に従ってテーブルディスカッションを行ってく

ださい。時間が少ないですが前向きで活発な意

見交換をお願いします。 

最後に報告を 1 つ致します。山口光男会員

がベネファクターに立候補してくださいました。

クラブとして１つ浅水ガバナーの目標に沿った

結果が出せました。ありがとうございました。 

本日も宜しくお願いいたします。 
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幹事報告             田邊 聖 幹事 

1. 7月 6日（水）奉

仕プロジェクト部門合同

委員会開催 

場所：群馬銀行 3F 成

田部門長、石井委員長、

細野委員長、木下委員

長、柿沼会長、田邊幹事 

2. 7月 8日（金）事務局研修会開催 

場所：ラフレさいたま  事務局 石井さん 

大島さん 

3. 7月 12日（火）第 4回会長幹事会開催 

場所：メイキッス 柿沼会長、田邊幹事 

4. 7月 16日（土）ロータリー財団部門セミナー

開催 

場所:春日部市民会館  柿沼会長 小林

玲子会員 

5. 7月 17日（日）米山記念奨学部門セミナー

開催 

場所：ラフレさいたま  柿沼会長 小林忠

司部門長 

6. 7月 20日（水）直前会長・幹事慰労会 

場所：ダンデライオン 

7. 7月 28日（木） 暑気払い 場所：ガーデン

パレス 

お客様挨拶 

第 5グループガバナー補佐 

第 1回就任クラブ訪問挨拶 

      大貫 等 様 

本年度第 5 グループ

ガバナー補佐を仰せつ

かりました、上尾西RCの

大貫等です。この１年ガ

バナー補佐としての職責

が果たせますよう、そし

て皆様のお力になれま

すよう頑張りたいと思いますので、何卒宜しくお

願い申し上げます。と共に皆様方のご支援ご協

力も賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

本日は、はじめに本年度のジョン・ジャーム RI

会長の「RI テーマ」と、浅水地区ガバナーの「地

区運営方針」をご説明し、そのあとガバナー補

佐の職務と皆様には本年度の第 5グループとし

てお願いすることをご報告させて頂きます。 

さて、本年度ＲＩ会長のジョン･ジャーム氏です

が、彼はアメリカテネシー州のチャッタノーガ

（Chattanooga）RC のメンバーで、仕事はエンジ

ニアリングのコンサルタント会社の経営をはじめ

複数の会社の役職をされているようです。 

ロータリークラブには 1976 年に入会し、地区ガ

バナーをはじめ、RI 副会長、理事、財団管理委

員、ロータリー2 億ドルチャレンジ委員長、規定

審議会代表議員などを歴任されております。 

家庭では奥様と 4 人のお子さん、そして 6 人の

お孫さんがいるそうです。 

年齢は、RI では慣習として公表していませんの

で不詳です。 

さてジョン･ジャームさん曰く、「私たちはロー

タリーを通じて友人と出会い、地域とつながり、

経験を積んで、他では味わえない貴重な経験

をしてきた。私たちが集う一番の目的は「奉仕」

をすることだ。そして意義ある奉仕を行う最善の

方法はロータリアンになることであり、ロータリー

ほど優位な立場にある団体はない。ロータリー

には世界を変える力があり、ネットワークがあり、
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知識がある。もしロータリーに限界があるのなら

ば、それは自分自身が作っている限界にすぎ

ない。またポリオ撲滅から我々は、ロータリー全

体の発展を望むなら全員が同じ方向に進むとよ

いということを学んだ。そこにはリーダーシップ

の継続が必要で、だからこそ単に新会員を増や

すだけでなく、リーダーになれるロータリアンを

増やすことが大切だ。ポール・ハリスは大勢の

努力の結集は人類の奉仕に捧げなければなら

ない。その責務を伝承する意味で『人類に奉仕

するロータリー』を RIテーマにした」と。従って今

年度の RI テーマは「人類に奉仕するロータリー」

です。 

また、浅水地区ガバナーの地区運営方針は、

「楽しいロータリークラブを作り上げよう」です。ロ

ータリーの原点は親睦と奉仕です。親睦を通じ

て仲間を作り、仲間との絆を基に、求められる奉

仕活動を実践しましょう、というものです。そして

いくつかの提案をされております。まず 1つ目に

は、クラブの戦略計画を立て、継続事業の見直

し、新たな奉仕活動のための情報収集をしてく

ださい。2つ目には、My Rotaryへの登録をし、

クラブセントラルを常に会員一人ひとりがチェッ

クできるようにして下さい。3つ目には、今年はロ

ータリー財団創立 100 周年にあたるので、イベ

ントを企画するもしくは参加する、そしてより一

層の寄付をお願いしたい。4 つ目には、会員増

強維持です。特に女性や 40歳未満の若年層を

入会させ、維持率 100％を目指して下さい。5つ

目には、地元メディアと協力し、地域にアピール

して下さい。最後に、公共団体、企業、NPO な

どとのジョイントも検討してください、と謳ってお

りますので是非実行してみて下さい。 

次にガバナー補佐の役割ですが、ご承知の

通り地区とクラブの橋渡しです。ガバナーの意

向をクラブに伝え、またクラブの現状をガバナー

に報告することにより、クラブが効果的に運営さ

れるように努めなければならないとされています。

それにはいくつかの方法があり、ひとつにはクラ

ブ訪問があります。出来るかぎりクラブに顔を出

し、一緒になってクラブ運営を考える、またクラ

ブの行事にも積極的に参加する、そしてガバナ

ー公式訪問にはガバナーと共に同席する、IM

を主催する、親睦を図るなどありますが、もうひ

とつ重要なものとして会長幹事会の開催があげ

られます。従って今年度は 10 回の会長幹事会

を開催予定しており、既に 3 回開催させていた

だきました。この会議でガバナーの意向や役立

つ情報をクラブに伝え、またクラブの現状を把

握しガバナーに報告するということになります。

この会議の開催回数は時のガバナー補佐の判

断に任されていますが、RIや地区の動きに沿い

ますと以前よりも早い時期より動き始めるようで、

必然的に開催回数も多くなります。他のグルー

プでも多いところは 12回、少ないところでも 8回

開催予定となっているようです。そこでクラブで

問題になることは半期ずつ現と次の会長幹事会

が重複することであり、早い時期に次年度会長

幹事を決定しておかないといけないということ、

また本年度予算に計上していないという問題が

発生してきます。この傾向は今後も続いて行くも

のと考えられますので、クラブ内で整理しておい

ていただくことをお願い申し上げます。 

さて、改めてここで今年度の地区目標をお話

しますので、ぜひ達成できますようお願い致しま

す。 

1. 財団 100 周年記念事業の促進と財団寄付

の増進。 

2. ポリオ撲滅の達成。 

3. 女性及び 40歳未満の会員増強 

4. RYLA，インターアクト、ローターアクトなどの

青少年奉仕事業に是非参加を。 

5. RI会長賞への挑戦。（時間調整） 

6. 「my Rotary」への登録と活用（増強目標や

寄付額の記録等） 

7. 次の地区リーダーの育成 

8. 地区大会や国際大会への参加の呼び掛け 

そして地区数値目標として 

1. 会員数 3,000名 

2. 出席率 90％以上 

3. 財団寄付  年次寄付 200 ドル  ポリオ

プラス 50 ドル 
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ベネファクター（初めての方） 1名（50名

以上のクラブは 2名） 

ベネファクターとは、恒久基金で一度に

1,000 ドル以上寄付すること 

4. 米山  一人あたり 普通寄付 5,000 円 特

別寄付 20,000円  合計 25,000円／名 

いろいろ掲げましたが、特にお願い申し上げ

ることは次の 2点です。 

ひとつは会員の純増、そして二つ目は財団と

米山の 100％以上の寄付です。 

会員純増に関しては（    ）会長さんが PETS

で（   ）名と発表されましたので、是非とも会

長さんのリーダーシップのもと、クラブ皆様全員

で協力し是非とも実現して頂くことを期待してお

ります。 

もうひとつは寄付です。財団に関しましては、

地区補助金による地域社会でのきめ細やかな

奉仕活動に、VTT や GG の活用による世界の

恵まれない地域での人道的援助、ロータリー平

和フェローや財団奨学生の支援育成により世

界平和への達成を目指します。また米山に関し

ましては、米山記念奨学生の育成による母国の

学術や技術支援と共に国際理解、親善、平和

の達成に貢献できるのです。既に重々ご理解

頂けていると思いますが、宜しくお願い申し上

げます。 

最後に皆様にご報告ですが、 

本年度の IMは、12月 2日（金）、午後 3時半よ

り東武バンケット上尾で開催を予定しています。

テーマはそのまま「人類に奉仕するロータリー」

です。内容は第 1部式典及びクラブ活動報告、

第 2 部が講演会、講演者に奥山（元オリエンタ

ルランド専務取締役）さんをお願いし、仮称「デ

ィズニー流おもてなし術」と題して、ディズニーラ

ンドで行っているサービスのお話を伺い、仕事

場やロータリーの奉仕活動の中で生かせるヒン

トでも頂ければと思って企画をしています。そし

て第 3部懇親会を開催し 8時過ぎには終了した

いと思っています。 

また、グループゴルフは来年の 4月 12日（水）、

大宮ゴルフコースで開催する予定ですので、ま

た大勢のご参加をお願いしたいと思います。 

どちらもまた近くになりましたら、ご案内に参りま

すので宜しくお願い致します。 

また、クラブの行事にガバナーをお呼びした

い場合は、直接ガバナー事務所に日時と内容

を早目に入れて下さいとのことですので、幹事

さん宜しくお願い致します。またクラブで何かあ

りましたら、会長幹事さんを通して直接岡村ガバ

ナー補佐幹事へ電話なりメールなりご連絡を頂

ければ、速やかに対処するようにいたしますの

で宜しくお願い致します。 

以上を持ちまして、ガバナー補佐就任挨拶と

させていただきます。1 年間宜しくお願い致しま

す。 

ガバナー補佐幹事 岡村哲也 様 

 

委員会報告 

R財団、米山記念奨学部門  

ロータリー財団学友シンポジウムの報告 

井上脩士 委員 

平成 28 年 7 月 10 日

（日）、越谷市北部市民会

館にてロータリー財団 100

周年記念事業としてロー

タリー財団学友シンポジウ

ムが開催されました。財団

学友、PG、部門長、学友部門委員など100名ほ

どの参加で、シンポジスト（学友）5 名により「発

展途上国の進歩への支援と国際環境保全に対

する私たちの奉仕」と題し討論が行われました。 

シンポジストの一人、多田幸雄氏（推薦クラブ

浦和南 RC）双日総合研究所代表取締役社長・

現相談役（東京 RC 所属）により世界各地での

活動を話されました。 
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親睦委員会           加藤文男 委員長 

7/28の納涼・梅雨払いの

夜間例会には 22 名の参加

を頂きました。ありがとうござ

いました。 

親睦旅行の案内状の中

で、申し込み期限が7/13に

なっておりましたが 7/20の誤りです。ホテル等の

予約状況で 20日に決めましたが、20日以降でも

参加可能ですので宜しくお願いします。 

花火協賛について     宮内たけし  会員 

10月 8日（土）第 15

回こうのす花火大会で

は、今年も合同で花火

が打ち上げられます。 

宮内たけし音楽事

務所では、昨年同様に

「恋の津軽十三湖・長山洋子唄」で、「歌碑建立

記念音楽スターマイン」を打ち上げたいと思っ

ています。音楽スターマインに賛同していただ

ける方がご一緒にまとまることで素晴らしい合同

花火が実現可能になります。 

合同花火で思い出を作りませんか？ 

クラブフォーラム 

クラブ戦略計画   大澤二三夫委員長 

クラブフォーラム ク

ラブ戦略委員会 中・

長期の『目標』 

各テーブルでテー

マについてテーブル

ディスカッションをし、

発表してもらった。テ

ーマはふれあい鴻巣ウォーキングの現状と事業

の今後の目標。 

 

Aテーブル 

１）現状 

  ・会員の平均年齢の高齢化があり、今後、5

年が限度か？ 

  ・会員の増強が必要。 

２）事業の今後の目標 

  ・クラブの関与する部分を軽減する。 

 

Bテーブル 

１）現状 

  ・レクリエーション協会へ

移管していきたいが現

状は RC のリーダーシッ

プが必要。 

  ・進化を望んでいるが、23回継続の割には、

進化してない。 

  ・参加して、楽しくなければ続かない。工夫

が必要。 

  ・健康維持アピールが足りない。 

  ・レクリエーション協会を交えず、単独事業で

やっていた時は、クラブとしてのまとまりがあ

った。 

２）事業の今後の目標 

  ・市の事業として定着。 
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Cテーブル 

１）現状 

  ・ある程度方向は出来上が

っている。 

  ・CMが限定されている。 

  ・小学生、子供が少なくなっ

た。 

  ・他団体ウォーキングクラブの参加が少な

い。 

２）事業の今後の目標 

  ・青少年・子供たちの参加を増やす・ 

  ・市役所を共催にする。 

  ・２０００名以上の参加。 

  ・他のウォーキングに参加して見てくる。 

  ・周知の方法を考える。 

  ・今年、他団体の移管を視野に入れる（ロー

タリーとして他の事業を考える） 

 

出席報告          宮内たけし 委員 

 

 

スマイル報告       寺西修身 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 22,000 円

本 日 の 合 計 24,000 円

次回繰越金合計 46,000 円  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

四国、東海地方までの西日本で梅雨明け宣

言。関東はまだとはいえ、昼間の外仕事には焦

げるような日差し。また東京都でも熱い戦いが

始まりました。当クラブも25周年の年度、近未来

の熱い展望を語りたいですね 

Y．M 

 

 

 本日 修正 

 7月 13日 7月 6日  

 115４回 1153回 回 

 通常例会 通常例会  

会 員 数 31 31  

出 席 数 22 22  

欠 席 数 9 9  

例会出席率 70.97% 70.97%  

Ｍ Ｕ 数 0 3  

合計出席数 22 25  

出 席 率 70.97% 80.65%  

お客様スマイル  

  大貫等様 1年間宜しくお願い致します 

  岡村哲也様 1年間宜しくお願い致します 

スマイル 1  第 5グループ大貫ガバナー補佐 鴻巣水曜

RCへようこそ 

 宜しくお願い致します 

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・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・

柿沼洋一会員・坂口正城会員・小林玲子会員・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・宮内たけし会員・松村豪一会

員 
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今後の予定 

 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 

7月 20日

（水） 

第 1154回通常例会 

クラブ協議会 

25周年実行委員会 

7月 28日 

（木） 

第 1156回移動例会 

夜間例会  暑気払い 

 会場：熊谷ガーデンパレス 

8月 3日

（水） 

第 1157回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

8月 10日

（水） 

第 1158回通常例会 

外来卓話 

8月 17日

（水） 
休会 

8月 23日

（火） 

夜間合同例会 

鴻巣 RC 主幹 

 会場：レストランとき 

8月 31日

（水） 

第 1160回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

9月 3日

（土）～５日

（月） 

会員親睦旅行 

神戸よさこい祭りと姫路城の旅 


