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例会開始前の握手会 

司会進行 馬場知行 SAA 

 

ロータリーソング斉唱 

ロータリーソング 我らが誇り 

(作詞：宮内たけし) 

 

 

四つのテスト唱和 加藤 勉 会員 

 

例 会 次 第 

司会 馬場知行 SAA 

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

国歌 君が代 

ロータリーソング 我らが誇り 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和 

 間 室 照 雄 会員 

お客様紹介 坂 口 正 城 会長 

RYLA研修生 三 田 豪 徳 様 

会長挨拶 坂 口 正 城 会長 

幹事報告 田 邊  聖 幹事 

ライラ研修報告 三 田 豪 徳 様。 

異業種交流委員会 宮 城  仁 委員長 

会員卓話 

次年度第 5グループ運営方針 山 口 光 男 

  ガバナー補佐エレクト 

出席報告 成田志津子 委員長 

スマイル報告 大澤二三夫 副 SAA 

点鐘 

 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

 「ロータリー：変化をもたらす」 

“ROTARY：MAKING A DIFFERENCE” 
 

第 1246回例会 2018年 6月 20日 
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会長挨拶 坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。先週

は屋形船の移動例会に会

員 15人、8人合計 23人の

多くの方にご参加いただ

きました。幸い天気にも恵

まれ初夏の東京湾を楽し

んで頂けたと思います。新会員の方々とも

親睦が深められたと思います。お疲れ様で

した。本日はライラ研修生の三田様にお越

し頂いております。後ほど研修報告をして

いただけるとのことですので、楽しみして

います。三田さんよろしくお願いたします。

さて、本年度も最終例会を残すののみとな

りました。来週もご挨拶する時間があると

思いますが、ホーム例会は今日が最後とな

りますので、一年間会員皆さまのご協力の

もと大過なく例会運営が出来ましたことに

深くお礼申し上げます。寺西年度の準備も

年度計画書の作成作業など嘉教を迎えてい

ること思います。スムーズに年度がスター

トできるように協力してまいりたいと思っ

ていますので、何かございましたら田邊幹

事に言っていただければと思います。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

来週はいよいよ坂口年度

締めくくりの最終例会です。

入会予定の大石さんも含め

43人の参加予定です。5時

30 分受付、6 時点鐘です。

時間間違えないようお願い

いたします。幹事報告以上となります。最後に

わたくしからも皆さまに感謝申し上げたいと思

います。柿沼年度から 2年続けての幹事でした

が、最初は、わからないことばかりで戸惑うこと

も多くありましたが、先輩方のご協力のもと何と

か幹事を務めることが出来ました。本当にあり

がとうございました。不遜な言葉遣いや態度も

多々あったと思います。この場をお借りしてお

詫び申し上げます。2 年間にわたりありがとうご

ざいました。 

ライラ研修報告 

RYLA研修に参加して 

鴻巣水曜RC推薦 旭科学（株） 三田 豪徳 

鴻巣水曜ロータリークラブよ

り推薦頂きました三田豪徳で

す。この度は RYLA 研修に参

加させていただきありがとうご

ざいました。 

私自身ロータリークラブとは

何か、知識のない状況でしたが縁あって参加さ

せて頂き、ロータリークラブとはどういうものか説

明していただいて地域貢献から世界規模での

ポリオ撲滅のための活動など非常に素晴らしい

活動をしている事を知ることが出来ました。 

第一回目の研修の中では「他己紹介」という

他人を他人に紹介するという研修では相手へ

モノを伝えることの難しさ、人前で話をすること

への心持などを学ばせて頂きました。 

第二回目の研修会では日本ゆめ教育協会よ

り講師を招いて、夢探検マップの作製や、どん

な事をされる・言われると心が温かくなり開いて

くれるか・心が冷めてしまい閉じてしまうかを学

びました。この第一回第二回での研修でのディ

スカッションおよび講習は、4月からの会社の研

修生を迎えるにあたって非常に良い経験になり

ました。特に業務内容と何故する作業なのかを

説明するのには研修第一回目の他己紹介で

の伝えることの技術、どんな方法でやる気を引

き出すかは第二回目の研修で行った GOOD!

「いいね！」CLAP！「拍手！」SMILE！「笑顔」

によって親しみやすく業務に馴染みやすい環

境作りに一役買ったと考えています。 

第三回目の秩父研修では埼玉再発見とのこ

とで今まで知らなかった秩父の事を学ぶことが

出来ました。その中でも秩父は昔海だったとい

うのには非常にびっくりしました。また、秩父の

新たな産業として MAPLE BESE さんで聞いた
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切る林業と切らない林業については地域に貢

献する素晴らしい活動だなと感心させられまし

た。 

第四回目の最終研修では「もしも RYLA委員

になったら」としてディスカッションする中で企画

する力・プレゼンする力を養わせていただきま

した。幸いにも最終の研修では私自身が発表

者として発表を行わせて頂きました。そして私

自身人前で話をすることが不得手であったので

すが、初めて第一回に研修で前に出て話をし

た時と比べると過度に緊張することもなく発表を

終えることが出来、自身の成長を鑑みる事が出

来ました。 

この RYLA研修で養わせて頂いたことを大切

にして今後、仕事で、社会で、様々貢献してい

けるように頑張りたいと思います。 

最後に非常に楽しく学ばせていただける研

修に参加させてくださり、本当にありがとうござ

いました。 

クラブフォーラム 

異業種交流委員会 宮城 仁 委員長 

活動方針 

経済あっての世の中、異

業種交流は会員同士の心の

花です。世の中はネットのま

つわる話ばかり、義理人情が

無くなりつつ、せめてクラブ

の団結と売って買っての誠

心でクラブの発展を願います。 

配布しました事業所紹介リスト表、皆さんし

っかり PR して頂き交流しましょう。 

 

経済活動は心にクラブの花が咲く。 

 

次年度第 5グループ運営方針 

ガバナー補佐エレクト 山口光男 会員 

 

2018－2019年度ＲＩテーマ 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 

（インスピレーションになろう） 

国際ロータリー会長 バリー・ラシン 

「何か大きなことに挑戦しようインスピレーション

を、クラブやほかのロータリアンに与えてくださ

い。自分よりも長く後世にも生き続けるものを生

み出すために、行動を起こす意欲を引き出して

いただきたいのです」 

ビジョン声明 

「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、

そして自分自身の中で、持続可能な良い変化

を生むために、人びとが手を取り合って行動す

る世界を目指しています」 

声明が目指すロータリーを実現するために 

① ビジョンの実現にはまず組織づくり 

② 変化を生み出そうとする意欲、もっと何かを

しよう、可能性を最大限に発揮しようとする

やる気を引き出す。 

③ 「ポリオ撲滅活動」予防接種活動や監視に

力を入れる。 

④ ロータリーが人道的活動における「持続可

能性」を重視していることにふれ環境汚染

や気候変動という厳しい現実をロータリアン

が認識する。 

⑤ ロータリーのすべての奉仕活動を、より大き

なグローバルなシステムの一部ととらえる。 

2018-2019年度地区運営方針 

すべてはクラブ活性化のために 

－実り豊かな奉仕を目指して－ 
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国際ロータリー第 2770 

地区ガバナー 中川 高志 

国際ロータリーラシン会長の方針をできるだ

け正確に会長、会員へ伝えロータリアンの魂を

呼び起こし、実り豊かな奉仕へと結びつけたい

と思っています。地区はクラブ活性化のための

支援を最優先の活動として運営します。 

2018-19年度地区目標 

・100％マイロータリーに登録する。 

・全クラブがロータリー賞にチャレンジする。 

・ローターアクトを倍増する。 

・ロータリーデーを開催する。 

ＲＩの目標を実行する。 

・優先項目１「クラブのサポートと強化」に関する

目標 

1． 現会員を維持する。 

2． クラブの会員数を増やす。 

3． 新クラブを結成する。 

4． 女性会員、40 歳未満の会員とロータリーに

入会するローターアクターの数を増やす。 

・優先項目２「人道的奉仕の重点化と増加」に

関する目標 

5． ポリオ撲滅活動への現金寄付と地区からの

ＤＤＦ寄贈を増やす。 

6． ＤＤＦを利用した地元や海外での地区補助

金並びにグローバル補助金を増やす。 

7． インターアクトとローターアクトが地元のロー

タリークラブや地域社会と一緒に、奉仕プロ

ジェクト（環境関連のプロジェクトを含む）に

参加するよう促す。 

8． 年次基金への寄付を増やし、2025 年までに

20億 2500万ドルの恒久基金を達成する。 

・優先項目３「公共イメージと認知度の向上」に

関する目標 

9． ポリオ撲滅におけるロータリーとロータリアン

の役割の周知を図る。 

10． ロータリーへの認知度を高め「世界を変え

る行動人」キャンペーンを推進する。 

11． ロータリーショーケースとアイデア応援サイ

トを利用したり、クラブ史を記録することで、

ロータリークラブのプロジェクトに対する認識

を高める。 

2018-19年度地区数値目標 

1. 会員数 ２，７７０名 

2. 出席率 ９０％以上を目指す。（メイキャッ

プを活用） 

3. 財団寄付額 年次寄付  200 ドル/1名 

      ポリオ・プラス 50 ドル/1名 

      初ベネファクター  1 名/1 クラブ

（1,000 ドル） 

4. 米山寄付額      25,000円/1名 

5. 青少年交換学生  15名 

第５グループの行事予定 

1. INTERCITY MEETING 2月 27日（水）ク

レアこうのす小ホール 

2. 親睦ゴルフコンペ ４月 3日（水）鴻巣ＣＣ 
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出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告 井上脩士 SAA 

 

 

前回までの合計 781,118 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 803,118 円  

 本日 修正 

 6月 20日 6月 13日 6月 6日 

 1246回 1245回 1244回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 20  28 

欠 席 数 15  7 

例会出席率 57.14% 100.00% 80.00% 

Ｍ Ｕ 数 6  1 

合計出席数 26 35 29 

出 席 率 74.29% 100.00% 82.86% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

小畑正勝 会員・・・水曜ＲＣよりライラ研修に行かれ

た報告を三田豪徳さんにお願いしました。

ご協力ありがとうございます。 

馬場知行 会員・・・前回屋形船、出られなくて残念で

した。 

山口光男 会員・・・本日は卓話よろしくお願いしま

す。 

寺西修身 会員・・・ライラ研修報告を楽しみにしてい

ます。 

スマイル 1  ようこそ三田豪徳様。ライラ研修報告よろしく

お願いします。 

宮城仁会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・馬場知

行会員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩士会

員・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・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・宮内たけし会員・松村豪

一会員・星野光生会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 4日

（水） 

第 1248回通常例会 

結婚誕生祝い 

新年度指針スピーチ 

広報雑誌 

花チャリティー 

7月 11日

（水） 

第 1249回通常例会 

出向報告 地区委員会方針 

7月 18日

（水） 
振替休会 

7月 11日

（水） 

第 1250回通常例会 

地区セミナー報告 

7月 28日

（土）～29

日（日） 

第 1251回移動例会 

会員親睦旅行 

宮城県「松島」遊覧と福島「相

馬野馬追祭り」観覧 

8月 1日

（水） 

第 1252回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話：馬場知行会員 

広報雑誌 

花チャリティー 

8月 8日

（水） 

第 1253回通常例会 

外来卓話 

8月 15日

（水） 
法定休会 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永  副委員長 朝見卓也 

委 員 木下純一  星野光生 


