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【会長あいさつ】            染谷 宗一 会長 

皆様、今日は、5月26日にチーム 

18 4の第4回目の同窓会がロイヤ 

ルパインズで行われました。また、 

大勢の参加で大変盛大に行われま 

した。その中でテイ—アンドエスと 

言う会社の社長で齊さんの講演が 

有りました。越谷が本社で中国に自社工場を持つ旅行カバン

などの開発•デザイン•製造を一貫して行う会社で年商 38 億

円でロータリアンは半額で大丈夫とのことです。他のガヴァ

ナ一の地区チームの同窓会がどのぐらい行われているか解り

ませんがそんなに長く続いているチームは、無い様です。 

本日は、家庭集会、の報告が、有りますが、主催して頂きま

したロータリ一情報委員会の皆様そして各班の班長さん、本

日報告をするスピカ一、参加して頂きました皆様大変お疲れ

様でした。その内容を、ロータリーの今後の活動に、反映さ

せて頂き、より良く皆様の為になれば素晴しいのではないで

しょうか。 

今月の 31 日には、ゴミゼロで、すでにご案内は届いている

かと思いますが、本年度より、蒲生西口に加えレイクタウン

の駅周辺も南高校インターアクトの学生とゴミ拾いを行いま

す。よろしくお願いいたします。  

また、６月２日には浅水ガバナーノミニーの壮行会を開催致

します。 

 

【幹事報告】              荒井 信宏 幹事 

大熊会員の愛隣幼稚園が 50 周年を迎えました。おみや

げポスティングされています。 

ありがとうございました。ま 

た、冊子を回していますので 

ご覧になって下さい。 

1. 2015年6月のロータリーレー 

とは1ドル＝118円です。 

2. 越谷東ロータリークラブから先日のチャリティーコンサ

ートへの参加のお札が来ています。 

改めてですが、参加して頂いた会員の皆様、ありがとう

ございました。 

3. さいたま大空ロータリークラブ主催のチャリティーコン

サートに参加される方で集合して行ける人は、6 月 1 日 

17：45に「南越谷駅」集合です。よろしくお願い致しま

す。時間になったら、出発します。 

 

【委員会報告】     

社会奉仕委員会   中村委員長 

平成 27年5月31日のゴミゼロの件 

写真撮影をしますので集合時間30分前に集まって下さい。 

親睦委員会    久木野委員長 

親睦旅行の集金をしています。また、協賛金もまだまだ募

集しておりますので是非宜しくお願い致します。 

次年度 国際奉仕委員会   小林武弘委員 

台中ホームステイ送り出し参加者募集の件 

日程が決まりましたのでご報告申し上げます。平成 27年

8月 18日(火)～8月23日(日)予定。出欠の確認を平成 27

年 7月 9日(木)までにご返事下さい。宜しくお願い致しま

す 

 

【家庭集会報告】  

 ・第一班 班長 荒井 幹事 

発表者    本田 会員 

 

平成27年5月14日（木） 

@Linker’s 

・ 5つの課題を3つに力テゴライズ 

A) 「ロータリーの未来像を語る」&「ロータリーのここを

変えたい／変わってはいけない」 

B) 「ロータリークラブで取り組みたいこと」&「こんなロ

ータリアンになりたい」 

C) 「ロータリークラブと地区•国際ロータリーとの関係に



ついて」 

D) アドバイス 

E) 総括 

 

•発言内容 

A) 

(ア）越谷南RC発足以来、諸先輩方によって築かれたルール

を元に、その時その時を対応して行きたい。 

(イ）実際に、その諸先輩方によって築かれたルールは臨機応

変に対処してきた結果出来上がったものだと思う。 

(ウ）奉仕には親睦が必要である。何故ならお互いをより理解

しあえることによって、より良い奉仕活動が可能になるから

である。 

(エ）社会人としてはもちろん、ロータリアンとしての基本ス

タンスに乗っ取って親睦を深めていく。←勝手気ままに楽し

むのではない。 

B) 

(ア）ロータリアンとして恥ずかしくない行動をする。 

(イ）ロータリアン歴が 10年前後の会員は新人とベテランの

中継役として動く。 

(ウ）例会出席回数が少ないからこそ、皆さんと会う機会を得

た際には積極的に親睦を深めていくことを心がける。 

(エ）経験に勝る力はないので、諸先輩方との接点を持ち、様々

なことを学んでいく。 

(オ）姉妹クラブであり台中南RCとの交流をさらに深めて行

きたい。 

(力）自社でキャップをコインと見立て集めたリサイクル品を

販売する、名付けて「エコインキャップ活動」をクラブで出

来ないだろうか？自社のみではこの活動の継続だけではなく、

活動目的を広めていくには限界があるので、まずはクラブで

検討して欲しい。 

C) 

(ア）クラブがあるからこそ地区へ出向が出来るということが

基本である。 

(イ）地区への出向は思っていた以上に楽しい。←クラブより

楽しい。 

D) 

(ア）高い年会費を支払っているのだから、たくさんのことを

学び得ないのはもったいない。より効果的に得をするには、

とにかく例会に出席をすること。 

(イ）出席数が少なくなる理由をもっと掘り下げて、改善策を

考えて行こう。 

(ウ）せっかく、市議会議員の会員がいるので、越谷市との関

わり方の多様性を考えよう。 

Ｅ） 

(ア）入会当初は何が何だか全く分からないが、出席し続ける

ことでロータリ一活動が分かってくる。また、自分から知る

努力も怠らない。 

(イ）地区の方針に従うことが絶対ではないが、地区も各クラ

ブのことを考えているので協調していくことは大切である。 

(ウ）年間のプログラムで活動内容が大きく変わることに注目

して欲しい。 

 

 

 

参加者： 

荒井幹事（班長）、石塚、石野、岡田、木村、小林（光）直前、

小林（武)、白井、清田、 

瀬尾、染谷会長、長澤、中島エレクト、吉田パストガバナー、

本田 

 

・第二班 班長  水町会員 

発表者     田中(由)会員 

テーマにとらわれず、ロータリ 

ーに対する思い、考えを話し合 

った。 

①としては、現状、仲間内での取り組みに温度差がある。増

強について、誰でもいいから入れるのは違うのではないか。 

それが、活動の温度差になっている。 

調和がとれる仲間や協力してくれる仲間を増やしてはどうか。 

事業に対して、みんなでやる達成感があるといい。 

しかし、入会者の選考には紹介者がいるのだから、紹介者を

みる、あるいはクラブに入ってから自分を磨くという方法も

あるという意見もあった 

②クラブはアットホームでいい 

③地区へいくとロータリーの輪が広がり、ロータリアンとし

ての幅も広がる。若手はどんどん出ていったほうがいい。 

地区とクラブは密接な関係があるので仲良くやっていく 

④今やっている事業を見直してはどうか。事業を多くかかえ

ている意味・意義を考える。 

40年という歴史がある中で、事業を見直し、選別してはどう

か。 

社会奉仕活動に会員の職業を入れていってはどうか 

家庭集会での意見が反映されていない、反映させる方法をク

ラブで考えてはどうか。反映させないとおもしろみがなくな

る 

⑤４つのテストをすりこみながらがんばっていく 

こんなロータリアンになりたいというのは、思いでなく、行

動力であり、行動することが大事である。 

会員が努力して、委員長を経験していけばりっぱなロータリ

アンになれる。 

 

・第三班 班長 遠山 会員 

発表者     石川 会員 

平成27年5月7日 大門 

会長挨拶 家庭集会の話合うテーマがありますが、なんでも

いいですから、屈託のない話が聞けたらと思います。こらか

らガバナーを輩出するクラブですので皆様の意見を参考によ

り良いクラブになることを目指しますのでご協力お願いしま

す。 

小林Ｒ情報委員 なぜ家庭集会を開くのかと言うと、ふだん

から何かクラブとしておかしいじゃないか、又クラブとして

どのようにしてほしいのか、理事、役員の人は話す機会があ

りますが、普通の会員さんは話す機会がないので、そのため

の家庭集会です。望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、という風に３つ

の鏡でクラブを見て頂きたい。 

会員意見 

青年会議所を卒業してロータリーに誘われたが、しばらくの



んびりしようかなと思ったら 

なかなか入りたくてもロータリーに入れないよ、今入らなけ

れば誰も誘ってくれないと言われて入会して３０年、ただ長

ければいいて訳でもなく、その時その時を楽しんでいければ

いいじゃないかなと思う、みんなの一生懸命やてる背中を見

て自分もガンバローと思う不良ロータリーアンです。 

なかなかロータリー活動に参加できませんが、ロータリーを

楽しんで行こうと思います。 

家庭集会のテーマのような難しい事は解りません。 

次年度委員会の活動方針等を委員会で決めても、新年度が始

まると聞いてない話が出ていることがある。事後報告なら委

員会を開いても委員会が機能していないんじゃないか。 

行事に対しての式次第に落ち度見られます。もう少し諸先輩

方に相談してみては。 

例会に来てよかったなと思える例会にしてほしい。形式にこ

だわって只、こなしている感じがします。もう少し皆さんが

どの様な職業奉仕をしているのか知りたいです。若い会員が 

収穫になったと思える例会に成れば良いと思います。 

米山奨学をご理解頂き会員全員にご寄付して頂きたい。 

委員会の委員長を若い人にしてもらいベテランさんがバック

アップしてもらえば若い人も責任感を持って出来るし新発想

も有ると思います。 

 

１年間のカウンセラーの方が付いている時は相談できて良か

ったが、そのあと推薦者に相談していいのか迷います。 

司会進行しているときパソコンの画面が変わって司会に集中

できない。パワーポイント 

もいいですが、だれでも読めばわかる第１週から４週までの

マニュアルがあればいいと思う。お客さまに対して失礼のな

い司会進行をしたいと思います 

ＩＭゴルフの時、受付の役割の方が定時に来なくて、他のク

ラブ方々を、おもてなしをしなくてはならないのにどうした

ものかなと思いました。 

ロータリーに入会して日が浅いのでロータリーのことはよく

わからないのですが、４０歳を過ぎて良い大人に成りたいと

の思いで入会しました。諸先輩の背中見てロータリーとはど

んな活動があるのか、どんな喜びがあるのか、これから知り

たいと思います。 

委員長を選ぶときは、委員長未経験者にやってもらう用にし

たらどうか？失敗もあるが、いい経験に成ると思う。 

会員増強について、若い人をターゲットにする。その為には、

夜間例会を増やしたらどうか。 

ロータリーの活動に関して特に地区の活動において、諸先輩

達や理事会内で行われ、一般会員には事後報告が多いような

気がする。 

等意見がありました 

染谷会長 総評 毎年この時期に家庭集会が開かれます。今

日の皆様のご意見は中島年度反映されればと思います。会員

増強ですが、若い会員が若い人を誘っていただくのが一番い

いと思います。そのためにはクラブが若い人が入りやすい雰

囲気、例会にしなければならないと思います。 

小林Ｒ情報委員 総評 ロータリークラブとは自分たちの器

をみがく道場ではないかと思う、会費年間 30 万という大金

をはたいています。クラブを楽しんでください。 

長年ロータリーを続けてこられた糸賀さんにロータリーを続

ける秘訣を話してほしい。 

糸賀会員 ロータリーを長く続く秘訣とは、例会出席への習

慣（癖をつける） 

活動に無理はしない。できない物はできないと断ること。 

このあと、親睦飲み会が始まりました。私は途中退席しまし

たのでわかりませんが、 

ロータリーについて熱いバトルが有ったとか、無かったと

か？ 

出席者 染谷会長、小林光蔵Ｒ情報委員、糸賀会員、神谷Ｐ

会長、飯泉会員、奥野会員   中島会長エレクト、遠山幹

事エレクト、佐藤太会員、木佐会員、佐藤陽二会員、土井会

員、大谷会員、石川会員 

 

・第四班 班長  加藤 会員 

発表者     久木野 会員 

平成27年5月8日（金） 

場所  大門 

1 ロータリー活動を長く続けるには？ 

① 一人でいいから会員の中に友達を作る。 

今迄退会を考えた時に友達が引き留めてくれた。 

② 以前は、望んでも会員になれなかった時期があった。 

だから、辞めてなるものかと思う。 

2 今は、フォーラムの機会が少ないのではないか？ 

事業を、始める時、止める時が、簡単に決議されている気が

する。 

3 増強について 

①  一人一人が広告等である。 

②  今は、フェースブックなども活用したい。 

4 クラブに対して 

①  南クラブは和気あいあいとしていいが、厳しさも

必要ではないか。 

5 国際ＲＣについて 

①  当クラブは、一部の方が地区に出ているが、どん

どん地区に出てほしい。一部の人が、出続けるのは、

如何なものでしょう。 

6 地区の出席について 

① 古参会員は、自分から会員に声かけ参加を呼び掛け

る。 

② 例会場以外でも積極的に話す場を設ける。誘われる

のを待つのではダメ。 

7 家庭集会について 

①  毎年開催されるが、その場だけで反映されていな

いのではないか？次年度で反映されたかの検証機会

を設ける事も必要。 

 

・家庭集会 総括講評 ロータリー情報委員会 浅水 委員長 

重要な議題は理事会で決定するた 

め、家庭集会に関しては、結論は 

出なくて良い。ロータリー活動は 

個人や委員会で決定すれば良く、 

何が間違っていて何が正しいとい 

うことはない。また、ＲＩはクラブの活動を支援することが

目的。マイロータリーやＥクラブ等のインターネットサイト



が始まりロータリーも日々変化している。家庭集会の会員皆

さんの意見はとても素晴らしかった。ご協力有難うございま

した。 

 

・４班全ての家庭集会に出席されました中島エレクトより一

言 

家庭集会で出た意見を次年度のロータリー運営に活用してい

きたいです。会員の皆さんが和気あいあいで楽しいと思える

クラブにしていきたいと考えています。有難うございました。 

 

・ロータリー情報委員会 小林(光)会員 

大熊会員、愛隣幼稚園50周年おめでとうございます。また、

米山記念奨学生 庄 華さんには、会員の顔と名前を覚えて頂

くために本日出席委員会のお手伝いをして貰っています。家

庭集会では皆様ご協力有難うございました。 

 

本日初めて出席報告した 

米山記念奨学生 庄 華さん 

 

とても堂々としていて素晴らし 

い報告でした。お疲れ様でした。 

 

【スマイル報告】 

・家庭集会ご参加お疲れ様でした。・・・染谷会長、浅水会員、 

瀬尾会員、石田会員、田中（由）会員 

・家庭集会報告ありがとうございました。米山記念奨学生、

庄華様ようこそ！・・・・荒井幹事、奥野会員、吉田会員、

小林(光)会員、中野会員、中島会員、土井会員、深井会員、

加藤会員、石塚会員、池田会員、久木野会員、本田会員、 

糸賀会員、木佐会員、石野会員、小林(武)会員、佐藤(陽)会員、

仁多見会員、大熊会員、 

・愛隣幼稚園50周年おめでとうございます。・・・・・ 

・・・染谷会長、飯泉会員、岡田会員 

・子供の就職内定良かったです！（美容室）・・・石川会員 

・サンパウロ出陣式、楽しみです。・・・田中（誠）会員、 

・先週、越谷東ＲＣの方とプライベートでお会いしました。

クラブを越えた親睦にロータリーの良さを改めて感じまし

た。・・・長澤会員 

・本日早退します。・・・・中村（幸）会員 

 

 

【出席報告】 

例 会 日 平成２７年5月28日 

会 員 数  ５5名 出席  ３3 名 

出席免除者   2名 欠席   22 名 

出 席 率 ６2..2％ 前々回

MU 

    3名 

MU 修正率  62.9％ 会報担当：木佐 謙一 

 

――――― 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 
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