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会長挨拶
小林光蔵会長
広報部門セミナーが８月
３１日開催され水町委員長と
いってまいりました。今年度
最後のセミナーでした。報告
は水町さんの方から後日ある
と思います。私は特別講演に
ついて少々お話をしたいと思
います。
（狂言とブランド）
私は狂言自体始めて見ました。現在、日本人は狂言という日
本人が生んだ、日本人に合った日本人のための伝統芸能、文
化を知らずに生きています。勿論、知らずしても生活に何ら
支障はなく生きていけます。ところがこの伝統文化というも
のは、今生きている人々がそれをやり、理解し感じる心をも
たなくては、滅び消えて行ってしまうでしょう。能をやりな
がら落語を聞いている犬のまね、猿のまね、お面をかぶり、
ぶすの女の面をきれいな女との区別は、おかめに見えた。飛
んでる蚊、神様が犬、かえるのまね、魚のまねをしながらか
けずりまわっています。広報部門セミナーはつらかった。
第４例会、それでこそロータリーアンは挨拶をしましまし
ょう。越谷ボーイスカウト第３団の会長をしてきました。８
月にキャンプに行った時ビーバー隊の子が絵はがきを送って
くれた。返事が完璧にできるのがボーイスカウト。挨拶、お
早うございます。これは幼稚園の園長さんは返しています。
私達と周囲の人が糸で結ばれています。相手を認めて感謝の
気持ちを持ちたいものです。２９日社会奉仕の市民まつりが
あります。一丸となりチビちゃんに提供したいと思います。
幹事報告
１、地区より地区役員、会長、幹
事名簿及び２０１３年地区協議会
プログラムの変更訂正がきており
ます。関係する方々にポスティン
グしてありますのでご覧保管をお
願い致します。

中島賴光幹事

第１９２６回例会

２、Ｒ米山記念奨学会より１０月月間資料が届いております。
ポスティングしてありますのでご覧下さい。
３、地区よりポリオ募金横断幕及びのぼり旗の貸出しの案内
が来ております。財団部門委員長にご連絡を致します。
４、越谷中クラブより１０月１１月のプログラムが届いてお
りますので掲示しておきます。
５、地区大会は１１月１０日（日）です。皆さんのご予定を
出来たら空けておいて下さい。
６、９月２９日は越谷市民祭りです。皆さん朝早くから御苦
労でも宜しくお願い致します。クラブのジャンパー及び帽子
を持参下さい。
７、台湾に行かれた短期交換留学の写真がきております。
８、２５７０地区からキャラバンに卓話にまいりたいとの連
絡が入っております。社会奉仕及び会長にプログラム確認後
連絡を致します。
９、ペットボトルキャップ回収報告がきています。
2012.12～2013.6 回収分として越谷南ＲＣは 220kg 集ま
り 4400 円となりました。このお金はポリオ寄付金とさ
せていただきます。引き続きペットボトルの回収のご協
力をよろしくお願いします。
○委員会報告
・親睦委員会
石田副委員長
例会後親睦委員会があります。
・社会奉仕委員会
小林委員長
９月２９日市民まつりがあります。
・定款細則検討会
深井委員長
来週例会後行います。メンバーは情報委員会、中期戦略計画
委員会、会員増強委員会です。
・吉田パストガバナーより
昨日夜、若松で第８グループのパストがバナーがガバナー
補佐の推薦会議があり次年度ガバナーの小暮さんより補佐の
推薦依頼があり、浅水さんが推薦されました。ゴルフ、新年
会等関係してきます。皆さんのご協力を。
・浅水会員より
地区の職業奉仕委員会より、１０月５日月間セミナーがあ
り大畑誠也先生の講演会にぜひご参加下さい。
・部門セミナー報告
吉田パストガバナーより水町会員よりの報告を紹介があり
ました。

○広報部門セミナー報告
平成２５年９月２６日
地域広報・雑誌委員長 水町俊介

さん）
」という狂言を演じてくださいました。本当にざっくり
とあらすじをお話しますと、ある男が盆山（盆栽の小さいも
の）を盗みに入ると主人に見つけられ、犬や猿の鳴きまねを
させられたうえ、鯛（たい）の鳴き声まで要求されて逃げ出
去る平成２５年８月３１日午後１時３０分から、川口市民
す、という内容です。なかなか面白いお話でした。ちょっと
ホールフレンディアにおいて、本年度広報部門セミナーが開
調べて見たところ、狂言の入門的なお話で、初心者向けによ
催されました。小林会長と私（水町）とで参加して参りまし
く演じられているそうです。その後の善竹さんのお話で、人
た。南越谷で小林会長と待ち合わせ、昼食にお寿司をごちそ
を引き付けるには、
「
（１）インパクト、
（２）自信ある顔、
（３）
うになってから、会場に向かいました。
自信ある声」がポイントになるそうです。参加者全員で狂言
まず、今年度の渡邊和良ガバナーの挨拶がありました。そ
流の「笑い方」の練習もしましたので、興味のある方は小林
の中で印象的だった内容に、
「今後ロータリ
会長に聞いてみてください。
ーが活発に活動していくためには、いかに効果的に著者と関
その後、広報部門委員によるお話が始まったのですが、こ
わっていけるか」にあるということがあります。そのために
れは正直なところ非常に退屈でした。その中でこれだけはお
は、やはりホームページの整備による情報提供など、若者向
伝えしなけらば、と思って聞いていたことがありますので、
けの対策を取ることが必要になるでしょうということでした。 ぜひ聞いて下さい。皆さんの会員証に書いてある会員番号を
又、各ロータリアンそれぞれが、
（１）
「ロータリーとは何か」 使って、２７７０地区のホームページにログインできて、自
（２）
「ロータリアンはどのような人々か」
（３）
「ロータリー
分の会員情報などを登録できるそうです。そのやり方を延々
とは何をする団体か」
ということを、
ロータリー用語でなく、
と説明していたのですが、こういうことは実際にやってみる
簡単な言葉で説明できるようにしなければならないとのお話
のが一番手っ取り早いのになあ、と思いながら聞いていたら
もありました。
睡魔に襲われ、必死に戦っていました。同じようなタイミン
次に、地区研修リーダーである岩淵均パストガバナーによ
グで小林会長が急にソワソワし始めて、帰ろうか、どいうこ
る「公共イメージと認知度の向上」と題するスピーチがあり
とになりました。どうやらホームページの使い方などの話に
ました。
この中で印象に残った内容をいくつか挙げてみます。 なって、チンプンカンプンになってしまったようです。途中
まず、数年前におこなったアンケートで次のような結果が出
でしたが、そそくさと会場を抜け出しました。南越谷につい
たそうです。
（１）１０人のうち４人はロータリーのことを聞
て、小林会長にコーヒーをごちそうになってから解散しまし
いたことが無いと答え、
（２）１０人のうち４人はロータリー
た。以上、ご報告です。
の名前は聞いたことがあるが何をしているかは知らないと答
え、
（３）残りの２人だけがロータリーについて少しは知って
○卓話
小山会員
いると答えたと。しかも最後のグループでも半分は誤った認
ご自身の誕生から今日の生活までをコンピューターで写真
識であったそうです。
を写し解説されました。
このようなことに対処するため、
「クラブはあらゆる機会を
（１）幼少（２）七五三（３）卒園（４）小５～６年頃の移
とらえて積極的に他クラブ、他団体、マスコミあるいは他ク
動教室（５）中学２年（６）１６才（７）修学旅行（８）高
ラブの会員に知ってもらうようにする」ことが必要であると
校生と当時の部屋（９）高校生時代のバイク事故（１０）高
のお話でした。
校３年生（１１）１８才の時（１２）アルバム（１３）整備
次に広報部門担当諮問委員の三國 明パストガバナーによ
士学校（１４）専門学校をやめたとき（１５）ルーレット族
る基調スピーチがありました。まず、ＲＩは専門のブランデ
時代（１６）２２才当時サンフランシスコのゴールデンブリ
ィングコンサルタント会社と契約し、ブランド力の強化を目
ッジ（１７）アルカトラッドの刑務所（１８）ラスベガス空
指しているそうです。その調査の結果、
（１）ロータリー用語
港（１９）グランドギャニオン（２０）ロサンゼルス（ハリ
には堅苦しくて古臭く世間とのずれがあり、
（２）ロータリー
ウッドスターの王子のついている車）
（２１）カラオケボック
の使命を表すモットーが複数ある上に、
（３）ロータリーには
ス（２２）作業着姿（２３）海ほたるで（２４）誕生日（２
１００以上のロゴが存在することが分かったそうです。これ
５）ゴルフ（２６）結婚式（２０２５年）
（２７）ＵＳＪ（２
らの結果を受け、まずは「ロータリーの綱領」を「ロータリ
８）横川駅の釜めし（２９）税理士試験（３０）北斗星（３
ーの目的」と改めるといった変化があったそうです。
１）北海道旅行（３２）上海（３３）スカイツリー（３４）
また、広報の方法についての話もありました。
（１）広報活
スキー（３５）確定申告会場（３６）被災地巡回
動の実践のターゲットは、マスメディア、地方自治体、一般
ハイキング
企業、市民の指導者、受益者、ロータリー自身等となるそう
です。
（２）広報のやりかたとして、分かりやすいニュース、
ＰＲ記事の掲載、マスメディアへの露出、ロータリー以外の
諸団体との関係構築、最新のデジタルメディアの活用等が挙
げられるそうです。
ちなみに、
岩淵パストガバナーによれば、
ロータリーとは何か、について最も適切な記述はインターネ
ットの検索で出てくる、ウィキぺディアの解説だそうです。
その後、特別講演という名のアトラクションがあり、狂言
師の善竹富太郎（ぜんちくとみたろう）さんが、
「盆山（ぼん

小山税務会計事務所スタッフ

台中子弟交換事業

スマイル報告
次年度ガバナー補佐が決定したそうですね。浅水さんおめで
とうございます・・・小林会長
２９日越谷市民祭りに参加しましょう・・・小林会長
涼しくなりましたね、風邪をひかないように・・・中島幹事
先日の台風被害は大丈夫でしたでしょうか・・・小山
昨日、パストガバナー。バストガバナー補佐会があり、次年
度ガバナー補佐は浅水さんに全員一致できまりました。
・・・
深井
前回お休みすみません・・・石塚
広報部門セミナー報告ありがとうございます。小山さん卓話
ありがとうございます・・・池田
１０月５日、職業奉仕セミナー、浅水さんのツルの一声で６
名の参加がまとまりました。ありがとうございます・・・遠
山
台北ツースターＲＣ，創立式典に出席してます。台北よいと
こ何度もおいで～・・・赤松
小山会員、卓話ありがとうございます・・・吉田、浅水、石
田、染谷、岩淵、神谷、瀬尾、飯泉、中尾、加藤、糸賀、清
村、石川、小林、仁多見、久木野、木佐、佐藤、奥野、
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――――― 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

４人の学生が台中南區ＲＣを訪問しました。
１０月３１日親睦夜間例会の中で報告会が開かれます。スマ
イル

