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 平成２６年５月２９日 第１９５９回例会  

 

点鐘 

ロータリーソング・奉仕の理想斉唱 

ゲスト・ 米山記念奨学生  徐 暁潔さん  

    

会長挨拶                 小林光蔵会長 

5 月の行事が多かった為、今

月は早かった感じがします。 

個の例会場において、例会が

開催されるのは久しぶりな感

じです。今日は4月に行われ

た家庭集会の報告が各班から

発表があるわけです。さて 

今月はやはり創立40周年記念式典ではないでしょうか？ 

石田実行委員長のもとに越谷南高校を交えて、ギャザホール

で行われました。私は大成功に終わったと思います。6 月に

報告が有ると思います。22日には越谷東ＲＣとの合同例会が

開かれ3度目に成りますが各親睦委員さんにはたいへんご協

力頂き東ＲＣとは一層親睦が深められたのではないかなと思

います。今週は会員親睦旅行があり、26名の方々に参加頂き

ました。当日はゴミ0運動と重なり社会奉仕委員長さんには

大変ご苦労をおかけしました。かねてから、私はあの大震災

を忘れてはいけない。そして3年3ヶ月経った今、福島がど

のようになっているか自分の目で見たかった意味も含め福島

スパーリゾートハワイアンズに決めさせてもらいました。 

やはり、印象に残ったのは皆様と一緒に見たフラダンスショ

―だったと思います。とても鮮やかで素晴らしものでした。 

ただ、まだまだ東北の方々に対して力をかしてあげなければ

いけないなとおもいます。 

私の身近にいる両親のお話です、他県へ就職する事になった

青年は、出つ立つの日の朝、両親へ手紙を渡したそうです。

その中にはこう綴られていました。お父さん、お母さん今ま

で育ててくれてありがとうございました。これからは自分の

力で生きていきます。体年の正月には帰ります。その時一回

り大きくなった私を見るのを楽しみにしていて下さい。私は

今、本当にお父さんお母さんの子供に生まれてきて良かった

と思います。ありがとう。手紙を読んだお母さんは字がかす

んで見えないくらい涙があふれていたそうです。中学校のこ

ろから素行が悪く心配の種だったわが子の姿が蘇ってきたか

らです。数日後母親は、自分は一度も両親に対して、父と母

の子供に生まれて良かったという感謝の意を伝えこなかった

ことに思い至りました。大事なことを教えてくれた我が子に

感謝しつつ、母親はその日のうちに両親宛てに手紙を書き送

ったそうです。 

幹事報告               中島賴光幹事 

1 再度  韓国セウォル

号見舞金の案内 

2 地区青少年交換委員会

より9月28日のオリエ

ンテーションが会場の

都合で延期に成りまし

た。第一希望は10月 5

日の予定で進めますが、決まり次第報告がきます。 

3 富士登山（8 月 6.7 日）の件で地区の次年度部門、米山

記念事業でお手伝いの形で参加するそうです。 

4 来月の例会は暫定ですが通常通り木曜日に有ります。但

し最終例会は27日（金）夜間例会となります。 

○新会員記念品贈呈       ○次年度米山記念留学生 

 田中会員          徐 暁潔さん 

  

○米山功労賞授与       ○徐さんのカウンセラー  

土井会員          深井会員 

            

  

○委員会報告 

・次年度ガバナー補佐       浅水ガバナーノミ二― 

次年度のＩＭの実行委員長に現会長の小林会長を選出しまし

た。 実行委員に次年度会長・幹事にお願いします。 

次年度幹事           荒井幹事エレクト           

クラブ年度計画書の会員紹介に変更、間違いがないか確認し

て下さい。 



○家庭集会報告 

1班             報告者 水町会員 

参加者 池田（玄深井、中島、海野、佐藤（陽）、赤松、水町  

・服装について、もう少し考

えた方がいいかもしれない 

・例会場にブレザー置き場を

作り、作業着で来ても大丈夫

なようにしてはどうか。 

・会費がだい8グループの中

でも最も高額であることなど

から、事業の内容を再考すべきではないか。 

・削減する事業があるか再検討すべき 

・行事が多すぎてなかなか参加できない。 

・年間予定を、年度初めにきちっと決めておくほうがよい。 

例年のクラブの流れではなく、会長の方針としてクラブの事

業をきめるべき。 

・会員の出費のタイミングのことも考えてプログラムを組ん

だ方がいい。ひと月にいくつも大きな事業があると出費がか

さんで大変。 

・クラブによっては年会費から米山など寄付を出していると

ころもある。 

・スマイルの使い道をパーセンテージで割り振りして寄付に

回せないか 

・40周年について予算だてが甘かったのではないか。 

・外部の方の卓話の在り方について、本当に必要か、プログ

ラム構成を考えなおしてはどうか。 

・他の会員の事業の内容を詳しく知りたい。会員の卓話・紹

介などがあったらいいのでは。 

・会長のリーダーシップを重視すべき。 

 

2班              報告者 石川会員 

写真報告者 目線 

家庭集会 2班は4月28

日に蒲生ステーキ＆バー 

セゾンで行いました。 

参加者は、大熊班長、中

村副班長、石川、野呂田

会員、白井会員、奥野会

員、 

小林会長、浅水ガバナーノミ二―の計8人でした。 

2 つに絞り話し合いをしました。1 つは、浅水ガバナーを輩

出するクラブとしての心構え。 

もう一つは、ロータリー財団と米山記念奨学会の寄付につい

て、話し合いをしました。 

ガバナーを輩出するクラブとしての心構えについての内容 

色々な行事があるので、出席率を上げて南ロータリーの存在

を高めていかなければならない。 

クラブから副幹事等多くの人が出るのでクラブのプログラム

が大変になるので、その辺をどうしたらいいのか？ 

お昼の例会にあまり出席出来てないので自覚を持ってもっと

出席して行こうと思う 

各クラブ行事も積極的に取り組んで行きたい。 

ガバナーを輩出出来るクラブは、なかなかないと思います。

その時に浅水ガバナーと同じ越谷南ロータリークラブで活動

できるという事は、不安も有りますが、期待の方が大きいで

す。少しずつでも、成長し微力ながら浅水ガバナーの力にな

れればと思います。 

米山記念奨学会の寄付についての内容 

7 月から財団や米山記念奨学会の寄付が有ることを知っても

らい分割でもいいからという事でお願いすればいいのではな

いか 

財団はやらなければいけないと思っているが、米山奨学につ

いては、海外での学生支援でなくまだ国内で困っている子共

たちに支援をしたいと思う。 

米山記念奨学会については、勉強不足の為よくわからないの

ですが、海外の学生の留学支援て言う事は、わかるのですが、

寄付の事や、お金の金額の事など知らなかった。 

財団20000円 ポリオ5000円 米山記念奨学25000円 合

計50000 

一遍に出すのは、少し大変な時も有る、少しずつでもいいじ

ゃないですか？ 

財団、米山の寄付に関しては何かの役に立っいるのだろから

別段抵抗は、有りません 

ただお金の余裕もない時にむりして、寄付する必要はないと

思います。 

班の話はここまで、 

小林会長 

浅水ガバナー排出にあたって、吉田ＰＧのガバナーになった

時の時代にたずさわった人がクラブに4分の1位しかいませ

ん。ほとんどの人は初めて経験する事でしょう。 

他のクラブから見れば、越谷ロータリークラブはどんなクラ

ブなの、浅水ガバナーて、どんな人なの？という風にはかり

にかけられ、他のクラブから見られます。私たちは、これか

らどうしたらいいのか！まずは身の回り！皆さん頼みます。

向こう3年間例会にチョッキとか作業服とかノーネクタイは

やめて下さい。たくさんのお客様が訪問されて来るという気

構え臨んで下さい。 

財団の寄付に関して 

寄付という言葉私が思うには、援助使用じゃないかと思うよ

うにしたらいいじゃないかな、寄付と言うとなんかお金を取

られる感じするので、学生たちに援助するという気持ち 

でいいのではないかな という事でした。            

浅水ガバナーノミ二―のお話し 

副幹事をかなりの人数を出さなければならいし人選とかいろ

いろ考えていますけど南ロータリークラブは適役の方いっぱ

いいますので、安心です。吉田ＰＳの時代と違って 

副幹事の情報の伝達方法もメールやラインなど使い楽になっ

ていると思います。しかし 

ガバナー年度よりもその前の年が何かにつけ大変なので皆さ

んのご協力をお願いします。 

 

大熊班長           

地区副幹事は、昔はカンバンや持ち物などの用意をさせら

れ、こき使われた。 

今は委員会でやるのでそんなに心配しなくてもいいです。 

浅水さん大変でしょうが、病気に気をつけて、南クラブ全

員一致団結で浅水年度盛り上げましょう。 

 



3班             報告者 加藤会員 

 

出席者 中島幹事、染谷江

レクト、深井、中野、小林

（武） 

岩淵、飯泉、黄、加藤 

・身なり整えて例会等に出

席しましょう。 

これからはメーキャップのお客様が増えるでしょう、例会入

口にＧパンはいかがなものでしょう。 

作業服等の場合はロータリーベストを着用してもいいのでは 

ないでしょうか？身なりから協力しましょう。 

私語は慎み、地元の職業の代表としてロータリーは成り立っ

ているはずなのでそれを自覚して例会に参加しましょう。 

・特に行事については、例年通りやればよいと、言う先輩の

意見が強くクラブとしての今後の意見を出せない状況はいか

がなものでしょうか？ 

・会社経営している若手メンバーも増えている今クラブ行事

として勉強会（経営学）や講演会を開催し多方面の情報が得

られる時間を作って欲しい。                  

 

 

4班             報告者 二川会員 

  

参加者 小林会長、池田委員長、石田リーダー、二川サブリ

ーダー、清村、吉田、斉藤、

糸賀 

 

次年度から浅水ガバナー年

度に向けて注目クラブにな

るので身なりをきちんとし

よう。Ｇパンやめて 

作業服は雑談の中でまあい

いではないかとの、意見もありました。 

ガバナー排出ということで、クラブから地区幹事・副幹事は

７～８名になるので、かなり気をしめていかなければいけな

い。 

南ロータリーは事業が多すぎるのでないか、年間 30万円の会

費を頂いていますが、第8グループの中でも高いので下げた

らどうか？それには今行ってる事業の中で一番お金が、かか

る図画展をやめてもいいじゃないか、一度検討してみては？ 

新規事業もできないと飽きが来るのでは？ 

教育委員会も熱がない。中長期委員会に重い腰を上げてもら

い、事業の見直しをしてもらう。 

 

５班             報告者 木佐会員 

 

家庭集会 第5班 神谷リーダー 4/30 15名 

 

●例会に出席する際の服

装について 

・次々年度ガバナーが出

るクラブなので、他のク

ラブに注目されお客様も

多く来るのでジャケットを着用する必要があるのではない

か？ 

仕事上ジャケットを着てくるのが難しい会員は、例会上にジ

ャケットを保管するロッカーを置いてはどうか？ 

 

●米山、財団等の寄付について 

・クラブによっては達成率を上げるため、年会費の中から一

部支出しているクラブがあるのでそういうやり方は達成率が

上がるのでどうか 

↓反対 

・寄付は任意なので会費に含むべきではない。ロータリーの

会員であれば寄付するのは義務なので反対 

アドバイス 

・一括で寄付するのは無理なので、3回に 1 回はお酒を飲み

に行くのを節約し、寄付している 

 

●ロータリーについて感じていること 

・楽しい、ためになる、学ぶことが多い、友達ができる  

↓一方 

・役割分担ができていないので各委員の委員長のみが責任が

重く、大変な思いをしている。委員長をサポートしてくれる

人が少ない。 

・平日の昼間は仕事があるので例会に出席できない 若い会

員 

・南クラブは越谷のクラブの中でも会費が高いので最低限越

谷のほかのクラブと同じにする必要があるのではないか？ 

・若い会員は特にロータリーに対してビジネスにつなげられ

ることを期待している傾向にあるので、ロータリー活動以外

の個々の仕事の話を増やすと出席率も向上していいのではな

いか？ 

 

●先輩からのアドバイス 

・若い会員は、行事に参加し下働きをしながら勉強をして行

ってください。 

・増強は大事だが、無理に加入させると退会する人が増える

のでロータリーの活動をよく理解して貰ってから加入させる

必要がある。 

・ロータリーでは、「桃栗3年柿8年、ロータリーは10年」

とういうふうに言われているそうなのですが、会員が自主的

に勉強をする心掛けが大事 

・次々年度ガバナーを出すので、このままの行事を全て行う

のは難しいのでイベントを見直す必要がある。 

 

 

スマイル報告 

○親睦旅行お世話になりました。親睦委員の皆様お疲れ様。 

深井・赤松・小林会長・木村・荒井・神谷・清村・加藤・ 

土井・野呂田 

○40周年記念式典大成功、お疲れ様でした。 

久木野・石野・吉田・染谷・赤松・中島 

○家庭集会報告ご苦労様です。 

佐藤（陽）・石川・石塚・浅水・池田（玄） 

○私事ですが今日ゴルフ 36・40計 46ＢＧ優勝うれしいです

ね。飯泉 



○徐さんようこそ 

黄・木佐・太・水町・岩淵・瀬尾 

○中島幹事コリー君宜しくお願いします。遠山 

○やはり例会場は落ち着きますね。小林会長 

○報告会初めて参加。田中 

○池田さん水町さん有り難うございました。岡田 

○厚くなってきました。お体には気を付けて。中島幹事 

○遅刻してすみません。浜野 

○早退させていただきます。白井 

○二川 

 

出席報告 

例 会 日 平成２６年５月２９日 

会 員 数    ５２名 出席  ３６名 

出席免除者     ６名 欠席  １６名 

出 席 率    7３％ 前々回 MU   １名 

M U 修正率  ７８．４％ 会報担当：石川 

 

――――― 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 


