
            国際ロータリー第２７７０地区 ２０１４～２０１５年度 

 
     会長 染谷 宗一  幹事 荒井 信宏  会長エレクト 中島 頼光 

ＲＩ会長 テー マ『ロータリーに輝きを』 

地区テーマ   『ロータリーはひとづくりそして奉仕』 

クラブ会長テーマ『ロータリーであなたの素晴らしい魅力を出そう』 

平成２６年 8 月 28 日 第１９７1 回例会 

 

【点鐘】 

【国歌・ロータリーソング斉唱】 

【ゲストビジター紹介】 第２７７０地区第８グループガバナー

補佐   浅水 尚伸 様 ・ 

第２７７０地区第８グループガバナー補佐幹事 二川 雅之 様 

 

越谷ロータリークラブ 中里 静博 会長 

お盆もあり、来るのが遅くなり申し訳ない 

越谷ロータリークラブ 豊田 高行 幹事 

15年ぶりに来ました 

越谷ロータリークラブ 中島 美三郎 様 

7月の花火大会協賛ありがとうございました 

【会長挨拶 】  染谷会長 

皆様、今日は、前例会は、 ガバ

ナー公式訪問で、大変お疲れ様で

した。 

浅水ガバナー補佐よりもお褒め

の言葉をいただきました。 

浜野がバナーとの懇親会でも指

摘されたことは、悪いことではないが、奉仕事業をたくさん抱

えていて新しい事業をどういう風に展開していくのか、またた

とえばの話ですが、 

国際理解図画展なども第35回を迎えるような歴史ができ、 

入選された方や、金賞に入った方々の感想文なども頂いたら、

児童、生徒さんなどの考え方そして、気持ちがよく理解でき、

趣も変化するのではないかともお話をいただきました 

また 8 月 22.23 日に行われました越谷南ロータリーカップ決勝

トーナメントは、埼玉県サッカー協会のご協力を得て無事終了

することが出来ました。 

優勝は、新栄中学、準優勝は西中学校でした。 

残念ながら、芝のサッカーコートは、竜巻の影響で使えません

でしたが、子供たちは、そんなことはおくせず最後まで全力を

出して戦う姿は感動的でした。 

表彰式で表彰状、優勝カップ、優勝旗、メダル、楯、、などを手

渡しましたが、子供たちの目は、輝いてました、 

一生の思い出になったのではないでしょうか、青少年奉仕委員

会本田委員長をはじめ、委員会の皆様参加していただきました、

会員の皆様にお礼を申し上げます。 

【幹事報告】荒井 信宏 幹事 

越谷ＲＣの中里会長、豊田幹事よう

こそいらっしゃいました。 

ごゆっくり楽しんでいって下さい。 

・地区から米山記念奨学生奉仕活動

のご案内が来ております。 

米山カウンセラーの深井会員に付託させて頂きます。 

地区からクラブ研修リーダー選出のお願いが来ております。 

・2014年 9月のロータリーレートは、1ドル＝102円と連絡

がありましたのでお知らせ致します。 

・遠山会員のお母様が8月21日ご逝去されました。 

ご本人の意思により 

幹事報告は以上です。 

委員会報告 

青少年奉仕委員会  本田委員長 

 

先日行われました 越谷南ロータリ

ーカップでは 

委員会の皆様、参加していただきまし

た、会員の皆様にお礼を申し上げます。 

 

地区奉仕プロジェクト部門セミナー報告 

 

中島エレクト 

岩槻市民会館にてありました 

１３：００点鍾 

国歌斉唱、 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和 



開会の辞 来賓紹介、地区役員紹介 

濱野がバナーのあいさつ 

ロータリーデー（ロータリーを社会貢献の共通関心のもとに

紹介をする） 

各クラブで会長エレクトは7月～12月の間に実施するよう 

RI会長に提案を発表しておりました 

基調講演  岩淵パストガバナー 

ロータリーとはどんな団体だろう 

ロータリーの目的 意義ある事業の基礎として奉仕の理念を

奨励しコレヲ育むことにある 

四つのテスト 

超我の奉仕   等  々

記念講演 

「僕は緑虫で世界を救うことに決めました」 

講師  株式会社ユーグレナ 出雲 充 

微細藻類の研究でミドリムシ（学名ユーグレナ） 

が多種にわたり豊富な栄養素をもっていることに着目し 

自動車の燃料、ジェット機の燃料 

あるいは食料の分野までも開発できるそうです 

分科会 １５：３０ 

職業奉仕部門： 

司会  小高 雅夫 

講演  大倉浩（弁護士）浦和ダイヤモンドクラブ 

        埼玉弁護士会会長 

読書が大好きで視野広げるような話でした 

分科会レジュメ 8月 2日 

「セミナーテーマ： 

職業奉仕について」 

講師 埼玉県弁護士会会長  大倉 博 

1、自己紹介 

 ・社交ダンス 

 ・映画鑑賞 

 ・読書 

2ロータリー活動における職業奉仕とは 

ロータリーの第2奉仕部門。その目的には、事業及び専門

職務の道徳的水準を高めあらゆる有効な業務は尊重されるべ

きであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕

の理念を活かして行くことが含まれる 

クラブの役割としてはクラブ会員の手腕を生かして、社会の

ニーズにこたえられるようなプロジェクトを開発することが

含まれる。 

3道徳的水準を高めるためにどうするべきか 

・心を変えることができるかどうか 

・松下幸之助先生の言葉 純情(素直)な自分作り 

・稲盛和夫先生の人生の方程式 

  人生の結果＝考え方×熱意×能力 

4ハ起会の野口誠一社長のお話 

八起会五原則 

① 早起き②笑顔③素直④感謝⑤良い出会い 

5経営のリスクは常にある 

・初心を忘れない 

・野口誠一社長の飯田行き高速バスのお話 

・「患者原告の会」初代代表近藤郁夫さんの体験 

6日本で一番大切にしたい会社（坂本光司先生） 

自分の妻両親子供を大切にしつつ 

①� 従業員とその家族 

②� 下請けとその家族 

③� お客様 

④� 地域社会（ロータリー活動） 

⑤� 株主 

7 人の喜びを我が喜びにして 

① 鈴木秀子先生の体験 

② 助産師内田美智子さんの「あるお母さんのお話」 

③ 大倉の体験から依頼者からの手紙 

8職業奉仕を通じて地域社会をいかに良くしていくか 

 少年シェルターの設立の為尽力していく覚悟 

米山記念奨学部門セミナー報告   岡田委員長 

出席者 会長、深井カウンセラー、岡田  約220名 

タイトル 濱野がバナーより人づくりのための育成について 

「これからの米山を考える」 

第一本会議  米山記念奨学会 （主旨、使命） 

第 2本会議  セッションテーマ 

① 前年度 ・個人平均寄付額が全国で当地区2位の成

績を収めることが出来ました 有難うございました 

・個人寄付額率は58％です、約 60％～70％にお願い

します 

② 米山記念奨学生にはどういったがくせいがふさわし

いでしょうか 

・優秀性重視 

・経済性 

・人間性や将来性なのか 

③ 別紙  米山記念奨学会、米山記念事業金額に対し

ての要望 

・指定校への要望 

ロータリアンより、被推薦者の国籍がかたよらない

ように 

    その他日本語運用能力や応募者の学年 

    コミュニケーション能力の高さ 

寄付については各クラブ共、個人寄付率を上げるには苦労が

かかる 

・来年は 25名新規奨学生になります 

今年もよろしくお願いします 

 

管理運営部門セミナー報告 

岩淵委員長欠席の

ため染谷会長 

セミナーは 

8月 9日（土） 

我クラブでは、親

睦バーべキュー大

会とバッティング

最後までいると開

会の時間に間に合

わないので、早々に セミナーは切り上げて参りましたが、 

それまで聞いたお話をします 

濱野がバナーは、ゲイリーＣＫホアンＲＩ会長は、今年度の

テーマを「ロータリーに輝きを」としました。世界中でロウ

ソクの火を灯しましょう。 



120 万人の会員がロウソクの火を灯せば世界が明るく輝くで

しょう 

ロウソクの火を灯す、即ち皆でクラブを強化し「ロータリー

に輝きを」もたらせば、ロータリーの奉仕で世界に輝きをも

たらせることができるはずです。 

ガバナーは地区活動方針として「ロータリーは人づくりそし

て奉仕」を揚げさせて頂きました 

奉仕的な人を作り、奉仕をしましょう 

我々が輝けばクラブが輝き地区が日本が輝き世界が輝くと述

べられました 

輝き元気なクラブ、言い換えればクラブの活性化が、そのみ

なもとなのです。それが究極の目標です 

活性化しているクラブとはどのようなクラブを言うのか 

１ 例会出席率が高い 

２ 会員増強がよくできている（老・壮・青のバランス）  

３ 退会する会員が少ない 

４ 奉仕活動が活発なクラブ 

５ 奉仕活動に参加する会員が多いクラブ 

６ 若い会員が多いクラブ 

以上の要素が活性化しているクラブなのでしょう 

私は、ロータリーは、人生の勉強の場だと思っています 

「親睦」も「奉仕」も手段であって最終の目標は「人を育て

ること」「人づくり」だと思います。 

全人類を立派な人に育てることによって世界平和を実現しよ

うというのがロータリー運動だと思います。 

「ロータリーに輝きを」世界を明るく輝かせましょう 

 

広報部門セミナー   

 地域広報・雑誌・ＩＴ情報委員会 委員長石川勝利 

 

日時・場所 ８月23日 

川口市民ホール 

ＰＭ1：300～4：00 

内容 

濱野ガバナー挨拶  

 

① ロータリーデーはこうしなさい。ああしなさい。と

いう誓約はありません。 

ただロータリアンだけではなく、一般の人を巻き込んで行っ

て下さい 

又活動を写真、ビデオ等を、ロータリーの友、ガバナー月信、

地区広報に使って下さい。 

② 地区の集計報告 

7月 1日会員数 2541名 内女性会員163名 

7月末 会員数 2605名 内女性会員167枚 

大宮東８名 八潮８名 越谷南4名  

米山寄付 現時点で 5クラブが 100％ある・奨学生をお世話

しているクラブで 0％のクラブもあります。早め早めにして

頂きたいと思います。 

数字として地区ＨＰにアップしてある。 （誰でも見ること

ができる） 

我がクラブも徐さんがいる。ＨＰ見みたら10％でした。 

基調スピーチ  担当諮問 田中 徳兵衛ＰＤＧ 

ロータリーの戦略計画の1つ 

「公共イメージと認知度の向上」があります。 

○イメージとブランド認知を調和させる。 

○行動を主体とした奉仕を推進する 

○中核となる価値観を推進する 

○職業奉仕を強調する 

広報とは 

外に向けてはロータリーのブランド化、内に向けては地区、

クラブの一体化、情報の共有化という役割がある。 

今年はロータリーデーが設定されました。11月 3日には、 

ＪＡＰＡＮロータリーデーが設定された。 

 

広報部門委員長 中川 悦宏 

広報の意味英語でＰＲ（パブリックリレーションズ）という

ことでその説明がありました。 

又、広報委員会は各クラブのロータリーデーに出来る限り取

材に行く。 

ホームページを活用してもらう 

ホームページの使い方 

国際ロータリー2770地区ＨＰ 越谷南のＨＰからでも 

（リンク）できます。 

財団寄付 米山奨学寄付は画面左中ほど寄付額集計案内 

（クリック） 

ボケーショナルガイド（職業ガイド）2770地区会委員の情報 

右上 会員の広場ログイン  

ログイン（ユーザーＩＤ、パスワード） 

ユーザーＩＤは（会員番号）パスワード（●●●●●●） 

 

バナー広告の募集 

地区ＨＰ一番下に会員の企業の広告が出でいます。一番上ロ

ータリーのマークを（クリック） 

バナーが変わります。1年間 1万円です。デザイン料含んで

います皆さんご利用ください。 

現在 60社100社目標です。 

 

最後にＡＫＢ48恋するフォチュンクッキーを全員で踊り、ビ

デオ撮影しておわりました。 

地区大会で披露するそうです。 

【スマイル報告】社会奉仕委員会 赤松則宏 

 

 

 

 

 

 

 

越谷ロータリークラブ 中里会長 

はじめてお伺いしました日頃大変お世話になっておりますこ

れからもよろしくお願いいたします 

越谷ロータリークラブ 豊田幹事 

本日はお邪魔させていただきました、1 年間よろしくお願い

します 

越谷ロータリークラブ 中島様 

本日はお世話になります。染谷年度のご盛会を祈念もう仕上

げます 



 

各部門セミナー大変お疲れ様でした・・染谷、仁多見、瀬尾 

越谷ロータリークラブ会長 中里様 幹事豊田様     

副会長中島様ようこそおいでくださいました・・・染谷、 

吉田、荒井、加藤、土井、中島、野呂田、中野、小林、石田、

浅水、池田玄一、大熊、岡田、久木野、中村幸江、深井、 

石川、石塚、石野、中内、本田、赤松、糸賀、小山、奥野、 

先週大変でした・・・・・・・・・・・・・・・・田中誠 

先週はすみません・・・・・・・・・・・・・・・木村一 

申し訳ありません早退します・・・・・・・・・浜野高成 

8/22～/24 まで南越谷阿波踊りを開催し無事終了しましたこ

れも大会趣旨にご理解ご協力をいただいた皆様のおかげです

有難うございました ・・・・・・・・・・・・・・中内 

先日のサッカー大会お疲れ様でした・・・・・・・・飯泉 

8月 1日に初孫誕生しました今日で生後4週間となります 

毎日、初孫のスマイリーフェイスを見るのが楽しみです清田 

 

 

 

【出席報告】出席委員会 飯泉繁雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会場運営担当】会場運営委員会 加藤 修子 

【編 集】   会報委員会   野呂田昭仁 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊ 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 12:30～13:30 

【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 

 

 

 

【越谷南ロータリーカップ サッカーＵ14】 

 表彰式 8月23日 

 

例 会 日 平成２６年８月２８日 

会 員 数   ５５名 出席 ３６名 

出席免除者    ８名 欠席 １９名 

出 席 率   ６５．５％ 前々回 MU  １名 

M U 修正率 ６７．３％  

mailto:info@koshigayasouth-rc.jp

