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国歌・ロータリーソング斉唱  

国歌                    君が代     

ロータリーソング           我等の生業 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

川邉城治会員 

本日お客様 

国際ロータリー第２７７０地区ガバナー小林 操様  

第５グループガバナー補佐       島村 健様 

 

    

地区幹事   本間睦人様  

会長挨拶            田邊 聖 会長 

皆さまこんにちは。本日は小林

操ガバナーをお迎えしてのガバ

ナー公式訪問例会です。長時間

になりますが、最後までよろしくお

願いたします。本多邦光さんご入会おめでとう

ございます。一日も早くクラブに打ち解けていた

例会プログラム 

司会 柿沼洋一 SAA  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱(我等の生業) 

ロータリーの目的 

四つのテスト唱和 川邉城治会員 

お客様紹介  

国際ロータリー第２７７０地区ガバナー 小林 操様  

第５グループガバナー補佐       島村 健様 

地区幹事               本多睦人様 

会長挨拶               田邊 聖会長 

幹事報告 朝見卓也幹事 

新入会員紹介             本多邦光会員 

ガバナー公式訪問 ご挨拶        小林 操様 

委員会報告 

 異業種交流委員会         宮城 仁委員長   

出席報告 井上脩士委員長 

スマイル報告 木下純一副 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 

  

「ロータリーは世界をつなぐ」 

ROTARY CONNECTS THE WORD  

第 1301回例会 2019年 8月 28日 

日 
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だきたき、活躍されることを期待いたします。本

多さんの入会にあたり尽力された久保学会員増

強維持委員長に改めお礼申し上げたいと思い

ます。ありがとうございます。先日、米山記念奨

学生のダン・ヒョンジュン君が親睦旅行に参加

するにあたり費用負担をお願いしたところ、津田

会員、小林会員、小畑会員、松村会員をはじめ

多くの会員の方々にご賛同いただきました。心

からお礼申しあげます。ダン君には大いに楽し

んでいただきたいと思いますが、クラブの会員

だけでなく地区の宗像部門委員長はじめ多くの

方々の力添えがあって参加できるということを肝

に銘じて参加していただきたいと思います。さて、

私は 31日に開催される RLIに参加いたします。 

参加するにあたりピータードラッカーの著書に

記されていることを思い出したのでご紹介いた

します。彼はリーダー(マネジャー)にとって最も

必要な資質は「真摯さ」だといっています。「真

摯さ」を絶対視して初めてまともな組織と言える。

無知や無能は寛大たり得る。 

だが「真摯さ」の欠如は絶対許されないと記して

います。さらに意思決定においては「何が正し

いか」を考えなければならい。やがては妥協が

必要になるからこそ「誰が正しいか」「何が受入

れられやすいか」という観点からスタートしては

ならない。「何が受け入れられやすいか」からス

タートしても得るものはない。それどころか妥協

の過程において大切なことを犠牲にして、正し

い答えはもちろんのこと成果に結びつく可能性

のある答えを得る望みさえ失ってしまうと言って

います。わたくしも肝に銘じて行動したいと思い

ます。 

幹事報告             朝見卓也幹事 

皆さん、こんにちは。 

本日の幹事報告をさせていただき

ます。 

当クラブ内のことが 3 点ございま

す。 

 

1.  9月 3日 鴻巣市商工会青年部チャリティー

コンペがあります。 

2.  9月 11日 鴻巣ロータリークラブとの合同例

会がときさんで、18時 30分点鐘です。 

   当日の卓話は、国際大会の報告を山口光

男直前ガバナー補佐がおこないます。 

3.  9月 14日～16日の親睦旅行へのダン・ヒョ

ンジュンの参加にあたっての協賛金をお願

いさせていただきましたところ、皆様の協力

をいただき無事集まりました事報告いたし

ます。 

 

以上本日の幹事報告です。 

 

新入会員紹介 

本多邦光会員 

ガバナー公式訪問挨拶 

国際ロータリー第２７７０地区ガバナー 

小林 操様 

2019‐20年度第 2770地区ガバ

ナーの小林操です。どうぞ１年間

宜しくお願い申し上げます。クラ

ブ公式訪問は、会員の意欲を高

めクラブを支援することが主な目

的ですが、先ず国際ロータリーのテーマ、現状、

地区テーマ、方向性等についてお話をして行き

たいと思っています。 

2010‐20年度国際ロータリーのマーク・ダニエ

ル・マローニー会長はテーマとして、「Rotary 

Connects the World （ロータリーは世界をつな

ぐ）」としました。これはロータリーのビジョンに沿

ったもので、「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

て行動する社会を目指しています」としています。

ロータリアンは行動人であり、インスピレーション
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と変える力を持っています。そして、ロータリー

を通じて世界で、地域社会で、職場上の機会で、

支援を必要としている人々と「つなが」っていま

す。国際ロータリーはこのビジョンのもと、戦略

的優先事項、年次目標が示され、ロータリーの

将来への道標を明らかにしています。 

 ロータリーは変化を促し、成長しています。日

本の多くのロータリアンは、これはロータリーで

はない、という話を聞きます。しかし皆さん、外を、

世界に目を向けてください。国際ロータリーは

柔軟性を助長し、開かれ、多くの人々に近づき、

世界を変える行動人になることを求めていま

す。 

ロータリーでは、ポリオ根絶活動はすでに 30

余年になり、多くのイベントを開催し寄付を続け

て来ました。99.9％まで発症が減り、あと少しま

で成果を上げてきましたが、最後の最後がいま

の現状です。ロータリアン一人一人の気持ちが

大きな力になり、ロータリーのレガシーを作るは

ずです。 

2019-20年度、想いを行動に、「ポリオ根絶活

動からクラブ活性化へ」を地区方針とさせて頂き

ました。自分がポリオ患者であり、その痛みを、

そして貧困から劣悪な環境の中、運悪く障害を

背負った子供たちを、親の気持ちを、それを思

えば、感じれば、そしてロータリアンなら、何もし

ない選択肢はありません。障害に対する同情を

お願いするのではありません。世界を支える子

供たちのために少しでも多くの人たちに理解さ

れ、根絶すれば、ポリオに罹った人たちは、もち

ろん、世界のお母さんに安心を与えることがで

きます。 

この想いを地区のロータリアンと共有したい。

愛する人、愛する子供のためにこの人道的活動

はピタッリです。クラブで、ポリオを学び、貧困を

考え、社会的価値を計り、心が一つになれば、

自然とクラブは活性化されるでしょう。 

 

 

皆さんのクラブは何をしますか。10月 24日一

緒に世界ポリオデーに参加しましょう。 

 

 

委員会報告 

異業種交流委員会       宮城 仁委員長 

 

 

 

出席委員会         井上脩士委員長 

 

 

 

 

 

スマイル報告          木下純一副 SAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 8月 28日 8月 21日 8月 7日 

 1301回 1300回 1299回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 32 

出 席 数 27 20 22 

欠 席 数 6 13 10 

例会出席率 81.82% 60.61％ 68.75％ 

Ｍ Ｕ 数 0 2 0 

合計出席数 27 22 22 

出 席 率 81.82% 66.67％ 68.75％ 
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前回までの合計 106,000 円

本 日 の 合 計 27,000 円

次回繰越金合計 133,000 円  

 

 

今後の活動予定 

 

 

集合写真 

クラブ協議会 

 

 

 

 

 

 

編集後記  

「ほめ合い・・・きっといいことがある」 

 

欠点ばかり探すことをやめて 

長所を見逃さぬ努力をしよう 

親は子をほめ 子は親をほめ 

夫は妻をほめ 妻は夫をほめ 

上司は部下をほめ 

部下は上司をほめ 

互いにほめ合うところに 

誠の調和が生まれる 

叱ることも大事だが 

ほめることはさらに大事だ 

ほめることを忘れて 

けなしたり 叱ってばかりいると 

どんな人でもくさってしまう 

ほめ合うところに進歩と向上がある 

そこには幸せがある 

今日も頑張ろう きっといいことがある 

                   （宮内） 

会員スマイル 宮城仁会員・・・異業種交流、本日も頑張りま

す。会員の協力あってのわがクラブ、必ず花が

咲きます。 

         本多邦光会員・・・本日からよろしくお願いしま

す。 

スマイル 1  小林操ガバナー、本日はよろしくお願いいたし

ます。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・馬場知行会

員・山口光男会員・間室照雄会員・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・石井英男会員・

柿沼洋一会員・坂口正城会員・宮坂良介会員・田邊 聖会

員・成田志津子会員・木下純一会員・宮内たけし会員・松

村豪一会員・朝見卓也会員・石井洙光会員・久保 学会

員・川邉城治会員・中島安啓会員・星野光生会員 

9月 4日

（水） 

第 1302回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

9月 11日

（水） 

第 1303回移動例会 

鴻巣 RC合同例会 

9月 14日（土）

～16日（月） 

第 1304回移動例会 

親睦委旅行（能代おなごりフェ

スティバル） 

9月 18日

（水） 
振替休会 

9月 25日

（水） 

第 1305回通常例会 

外来卓話（地区ポリオ委員会） 

10月 2日

（水） 

第 1306回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

10月 9日

（水） 
振替休会 

10月 12日

（土） 

第 1307回移動例会 

こうのす花火大会 クラブ会報委員会 

委員長  宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員  井上脩士  寺西修身   星野光生 


