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平成２４年１０月４日 第１８７８回例会 

 

国歌斉唱・ロータリーソング斉唱・黙想 

 

ゲスト・ビジター紹介  

        第８グループガバナー補佐  関森初義様 

        越谷北ロータリークラブ会長 一柳昌利様 

        越谷北ロータリークラブ幹事 松井昭夫様 

                入会予定者 池田節子様 

 

誕生祝                   親睦委員会 

 

 

記念月祝                  親睦委員会 

 

 

 

会長挨拶                 岩淵秀一会長 

皆さんこんにちは。１０月は職業奉仕月間です。 

職業奉仕の理想を日常的に実践的するようクラブの参加を強

調するため、毎年１０月は「職業奉仕月間」と定められてい

ます。 

職業奉仕月間中に推奨され

るクラブ活動には、地区レ

ベルの行事でロータリー・

ボランティアを表彰するこ

と、ロータリー親睦活動へ

の参加を推進すること、職

業奉仕活動またはプロジェ

クトを提唱すること、および空席の職業分類に会員を入会さ

せる会員増強活動などがあります。 

ロータリーアンの職業宣言 

1989年規定審議会は次の職業宣言を採択しました。 

事業または専門職務に携わるロータリーアンとして、私には

以下のごとく行動することが求められています。 

（１）職業は奉仕は一つの機会であると考えること。 

（２）職業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道徳基準に

対し、名実ともに忠実であること。 

（３）職業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、最高度

の倫理基準を推進するために全力を尽くすこと。 

（４）雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その他事

業または専門職務上関係を持つすべての人々に対し、公正で

あると。 

（５）社会に役立つすべての仕事に対し、それに伴う名誉を

認め敬意を表すること。 

（６）自己の職業上の才能を捧げて、青少年に機会を開き、

他者の特別なニーズに応え、地域社会の生活の質を高めるこ

と。 

（７）広告に際して、また自己の事業または専門職務につい

て人々に伝える際には、正直を貫くこと。 

（８）事業または専門職務上の関係において、普通には得ら

れない便宜ないし特典を、同僚ロータリーアンに求めたり、

与えたりしないこと。 

 ２００４年規定審議会は、この宣言をさらに支持するため、

すべてのロータリーアンが、事業と専門職の倫理に対するロ

ータリーの献身を体現するような生き方を引き続き助長し、

また、２１世紀を迎え、奉仕の２世紀目に移行するにあたり、

ロータリー・クラブが、高度な道徳的水準を実践している人



を惹きつけ、探し出してきたこれまでの優れた実績を土台に

発展していくという決議案を採択した。 

四つのテストは１９３２年にロータリーアンのハーバートＪ．

ティラー（後の国際ロータリー会長）により創作されました。 

 理事会は、これにロータリー・クラブの注意を喚起すべき

であることに同意した。 

 言行はこれに照らしてから 

1） 真実かどうか 

2） みんなに公平か 

3） 好意と友情をふかめるか 

4） みんなのためになるかどうか 

複製と使用 

 四つのテストを複製あるいは使用する唯一の目的は、人間

関係における高度の道徳的水準の向上を図り、それを維持す

るためでなければならない。テストは、販売や利益を増すた

めの広告に複製されてはならない。しかし四つのテストの方

針に沿って運営する真摯な姿勢をしめすため、商社、団体、

または機関の便箋やそのはかの印刷物にこれを使用すること

は出来る。 

 四つのテストの複製はすべて上記の形式で作成されなけれ

ばならない（ロータリー章典33.050）。 

頒布する物品おいて四つのテストを複製するロータリー・ク

ラブあるいはクラブのグループは、複製文の直後にクラブの

名称を明示すべきである。 

 四つのテストはいかなる意味においても「規則」として扱

われてはならない。 

以上、会長挨拶とさせて頂きます。 

 

幹事報告               二川雅之直前幹事

１．第4回定例理事会の決議報告 

①１０月１１月のプログラムが承認されました。 

②第３３回国際理解図画展の予算が承認されました。 

③第３８回越谷市民祭りの予算とクラブの協賛金について承

認されました。 

④クラブ親睦旅行の予算が承認されました。 

⑤退会届提出者の進捗状況について報告がありました。また、

クラブ定款細則に、退会者の未納会費について３ヶ月分まで

猶予することができる旨追加明記することとなりました。 

⑥吉田パストガバナーの超我の奉仕賞のお祝いの会の実施を

することが決まりました。ロータリー情報委員会に一任致し

ました。 

２．地区ロータリー財団よりロータリー財団卓話訪問の案内

が来ています。 

３．地区ロータリー財団より「アフリカ保育器イニシアチブ」

事業への協力依頼の件が来ています。 

４．地区より入会3年未満、新会員の集い開催の案内が来て

います。 

５．ガバナー月信10月号とその活用ガイドが来ています。 

６．青少年育成のためのボーイスカウト運動へのご支援のお

願い（第23回世界スカウトジャンボリーの開催について） 

 

委員会報告 

◇ロータリー情報委員会           石塚委員長 

本日１８時３０分より、南越谷砂場で勉強会を開催します。

大勢の方のご参加をお願い致します。 

◇米山奨学常任委員会            岡田委員長 

今月は米山月間です。この事業は全国３４地区の合同奉仕で、

皆様の寄付で支えられています。６０年の長きにわたり、将

来ロータリー活動のよき理解者となる人材を育成することが

目的です。寄付金額は２０１２年６月末で約１２億６０００

万円、７００名の募集を行っております。委員会としては一

人でも多くの会員さんに理解を賜り、２万円の寄付をお願い

しております。まずは来年５月を目途とし、新会員の方は５

０００円からでいかがでしょうか。１年間を通じて寄付につ

いて理解をしていただくよう活動して参ります。 

終わりに、馬君を支えるのは会員皆様です。厳しい状況下と

は存じますが、宜しくお願い致します。 

◇社会奉仕委員会              中村委員長 

あけぼの学園の観劇会は明日です。市民祭りへのご参加もお

願い致します。また、オリンピックメダリストの星奈津美さ

んが参加します。 

◇広報雑誌委員会               奥野委員 

横組みＰ６～Ｐ１０の職業奉仕の話題、Ｐ１１からの米山奨

学生の話題、縦組みＰ２からの記事等、お読みいただければ

と思います。 

◇富士登山について              吉田会員 

先日の富士登山の冊子を作りましたので、皆様お持ちくださ

い。 

 

ご挨拶                       関森ガバナー補佐 

皆さんこんにちは。例会場に入ってきて

の感想ですが、ＢＧＭがあって素晴らし

いですね。また、今日はオブザーバーも

いて素晴らしいです。会長挨拶も、米山

の話になりがちなところを、しっかり職

業奉仕のお話をされて、よかったと思い

ます。 

 

ご挨拶               越谷北ロータリークラブ一柳会長 

本日は公式訪問のつもりで

参りました。今年度の４カ

月目になってしまい、遅く

なってしまい申し訳ありま

せん。貴クラブの会長幹事

さんにはいつも大変お世話

になっております。１年間

宜しくお願いします。 

ご挨拶               越谷北ロータリークラブ松井幹事 

ＩＭと新年会へ、皆様の全員参加をお願い致します。北クラ

ブの幹事報告のつもりで話してみました。 

卓話「ＲＬＩ参加報告」             小林光蔵会長エレクト 

リーダーシップの話をする前に。私の家の近くに西方小学校

があります。朝７時３０分頃、毎朝ワンちゃんと散歩で、リ

ハビリが始まるわけです。その頃は登校時間と同じになり、

何班かにわかれて登校して来るわけです。上級生がトップに

立って班長・リーダーをしています。すれ違う都度、わたし

は、お早うございます、と言うのですが、その班長の反応は

３通りにわかれます。①おはよーございます、②下を向く、



③睨まれる。すると後からついてくる下級生も全く同じ動

作・態度をするのです。子供たちの世界もリーダー次第なん

だと思い、今年中にあいつらにあいさつさせてみる、という

目標をもちました。 

台中南ロータリークラブで

は会長のことを社長といい

ます。日本では職業におい

て社長と社員の間でのリー

ダーシップは簡単に取れま

すが、ＲＬＩパートⅠでは、

あなたは会長エレクトなん

ですから、次年度はリーダーシップを発揮して下さい、と言

われました。私が皆様方にお給料を払っているのであれば簡

単なのですが、ロータリーは平等ですので、１年間はひたす

ら会員の方々にお願いするしかないと思っています。なかな

か難しいですね。 

 

スマイル報告 

本年度、いろいろとお世話になります 

        ・・・・・越谷北ロータリークラブ一柳様 

本日大震災の被災者の方々に心より御見舞い申し上げま

す・・・・・・・・・・・・越谷北ロータリークラブ関森様 

本日は御世話になります・・越谷北ロータリークラブ松井様 

関森ガバナー補佐、越谷北ＲＣ一柳会長、松田幹事ようこ

そ・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕、小林（光） 

関森ガバナー補佐、越谷北ロータリー一柳会長、松井幹事、

池田節子様ようこそ・・・・・・・・・・奥野、佐藤（陽）、 

     深井、赤松、池田（玄）、糸賀、清村、長谷川、 

     藤田、二川、中尾、野呂田、吉田、水町 

関森ガバナー補佐、一柳会長、松井幹事ようこそ又、小林さ

ん卓話ご苦労様です・・・・・・・・・・・・・・・中野 

池田さんようこそ、入会おまちしています。池田さんの名前、

当クラブで３人目です。・・・・・・   ・・小林（光） 

お客様ようこそいらっしゃいました。本人は友人の池田様に

会場ご見学をいただきました・・・・・・・・・・・加藤 

ゲストの池田節子さん、ようこそごゆっくりして行って下さ

い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕 

１０月は米山月間です。よろしくお願い致します・・岡田 

本日午後６時３０分より砂場にて勉強会です。宜しくお願い

します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石塚 

吉田パスト富士山登山記念誌有難うございました・・岡田 

富士登山の記念誌どうぞお持ち下さい・・・・・・・吉田 

結婚日祝ありがとう  ・・・・・・・・・・・・長谷川 

結婚祝いありがとうございました。本日法事のため欠席すい

ません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・染谷 

お客様ようこそ。お祝い有難うございます・・石田、石野 

誕生日祝ありがとうございます。私も８５歳になります。元

気でいます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸田 

誕生日祝いありがとうございます・・・・・・瀬尾、中村 

祝！お誕生日ありがとうございました・・・・・・・本田 

早退させて頂きます・・・・・・・・・・・・・・・神谷 

日本の領土を守ろう。ミサイル発射せよ・・・・・・赤松 

 

出席報告 

例 会 日 平成２４年１０月４日 

会 員 数    ５１名 出席    ２９名 

出席免除者    １２名 欠席    １８名 

出 席 率 ７４・３６％ 前々回MU    ４名 

M U 修正率 － 会報担当：水町 

 

――――― クラブプロフィール ――――― 

☆姉 妹 ク ラ ブ 国際ロータリー第3460地区 

         台中南区扶輪社（中華民国台中市） 

☆例 会 日 毎週木曜日（PM0：30～1：30） 

☆例会場・事務局 〒343-0842 

         越谷市蒲生旭町10-14中野ビル2階 

         TEL 048－987-5761 

         FAX 048－987-5762 

             E-mail info@koshigayasouth-rc.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@koshigayasouth-rc.jp


 

 

平成２４年１０月 ５日(金) あけぼの学園にて   

【はじまり】 

昭和５１年地域のニーズに応じてロータリアンは何ができるか？そこでロータリーの友(ロータリー月刊誌)から 

ヒントを得た社会奉仕委員長は、４月に開園したあけぼの学園を訪問し、何かお手伝いはできないものかと尋ねた所・・・

「子供をつれて外へ出るきっかけが無い」との返答に、学園と父兄との話合いがもたれ、 

子供達とお母さんとロータリアンとが一緒に楽しく過ごす事を目的に遠足が始まりました。 

【観劇会】 

昨年までは東武動物公園へ遠足に行きましたが、今年は先生からのご希望で劇団バクさんの公演による観劇会を   

催す運びとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一緒に歌ったり、体でリズムをとったり、こどもたちの笑顔に癒されますね。 

 


