国際ロータリー第２７７０地区

２０１３～２０１４年度

会長 小林 光蔵
幹事 中島 賴光
会長エレクト 染谷 宗一
ＲＩ会長テーマ
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
クラブ会長テーマ 「ロータリーは常にあなたをみがく」

平成２５年 10 月３日
点鐘
国歌・ロータリーソング斉唱
お客様
越谷南高等学校 植山康子先生
交換留学生 コ―リー・ヤング君
派遣候補生 四釜莉央さん
お母さま
四釜由紀様
会長挨拶
小林光蔵会長
みなさんこんには、9 月 29 日越谷
市民祭り大変おつかれ様でした。
子供達を乗せてミニ SL も今回も
1400 名以上の乗車があったと聞
きました。小林社会奉仕委員長始
め会員の皆様が気持ちを合わせや
って頂いたこと、とても良かったです。
私としてみればなぜ今回の越谷市民祭り例会変更にしなかっ
のか反省しております。会員の皆様ほんとうにおつかれさま
でした。
今日の例会の黙想は私は横浜緑区のふみきり事故で亡くなっ
た村田夏江様（４０才）に対して黙想をささげました。
74 才の男性が線路に横たわっているところを見て危険も顧
みず助けにふみきりの中に入った 30 秒間の出来事自分だっ
たら村田さんと同じ事ができただろうか。後日警察の方で
人命救助の表彰されると思いますが村田さんの命の代償は
大きいですね。 ご冥福をお祈り申し上げます。
【DJ ポリス】と称された、警視庁の警察官の話術が話題に
なりました。今年 6 月、サッカー日本代表が、来年ブラジル
で開催される、
ワールドカップ出場を決めた夜のことでした。
東京渋谷駅前のスクランブル交差点に、換気するサポーター
たちが殺倒し、騒然となりました。
そこへ登場したのが、警視庁第 9 機動隊広報係に所属する
二十代の男性隊員でした。車輛の上から拡声器を握って、
お祭り騒ぎをする群衆に呼び掛けました。
サポーターのみなさんは１２番目の選手でもあります。
ルールとマナーを守ってフェアプレイで今日の喜びを分かち
合いましょう。
怖い顔をしたおまわりさんも心の中では
ワールドカップ出場をよろこんでいます。
これらの軽妙な言葉を聞いた若者たちから、笑いや喝采の声
が上がり、暴徒化を防ぐ事が出来たのです。
相手を思いやる優しさと、ユーモアにあふれた言葉が見事に
人の心を動かしました。

第１９２７回例会

言い方によっては、相手を不快にさせずに言葉を伝えること
ができるのです。
幹事報告
中島賴光幹事
１． 10 月・11 月プログラムが
承認されました。
２． 親睦ゴルフコンペの予算
が承認されました。
３． 親睦夜間例会の予算が承
認されました。
４． 国際図画展の予算が承認
されました。
５． 第 2770 地区ホームページ開設の件
６． 青少年交換留学生ホストファミリー説明会の決算報告
が承認されました。
７． 高校生海外派遣（韓国）の議案が承認されました。
８． 名古屋地区RC 合唱団連合会から全日本RC 親睦合唱祭の
案内が届いております。興味のある方は事務局に保管し
ておりますので声をかけて下さい。
９． 地区より入会3年未満の新会員の集いの開催の案内が届
いております対象者 16 名に成ります。
○委員会報告
・親睦委員長
野呂田委員長
親睦ゴルフ予算案の件
親睦夜間例会の件

・米山記念奨学委員会
石塚員長
米山月間について

・ 広 報 雑 誌 委 員 会
水町委員長
ロータリーの友の紹介

○お客様挨拶
コ―リー・ヤング君。
今日は、日課の事を話します。授業は 14 科目です
音楽と体育わかるように頑張ります。陸上部の練習をしてい
ます。金曜日はインターアクトクラブにでています。
越谷南高校 四釜 莉央さん。
ロータリーの皆様にはスポンサーになって頂きありがとうご
ざいます。まだ留学先は決まっていませんが、頑張って勉強
して行こうと思います。
越谷南高校 植山 康子先生
保護者
四釜 由紀様

関与するクラブと地区は、参加する者たちにロータリーの理
想と価値観を紹介する役目を果たします。一般的に、RYLA に
参加する若者たちにとって、主な連絡窓口になるのが、クラ
ブとなります。
RYLA 研修地確定いたしました。
日時 2014 年 4 月 19 日（土）～21 日（月）3 日間
研修先 熊本県阿蘇市 YMCA 研修施設
申し込期間 2013 年 10 月中旬より
参加費用 研修生 70000 円 ロータリーアン 85000 円
研修内容 環境問題
2012－13 年度ＲＹＬＡ研修報告 研修地 大船渡市

2013－14 年度ＲＹＬＡ研修予定 研修地 阿蘇市

○卓話
RYLA 委員会 大熊会員
RYLA 活動の目的
・14 歳から 30 歳までの若者を対象
・ロータリーが青少年を尊重し、かつ青少年に関心を抱いて
いることを明らかにすること。
・責任ある有能な青少年リーダーとなる方法を身につけるよ
う、将来の指導者に対して効果的な研修を与えること。
・奉仕、高い道徳的規準、平和といったロータリーの価値観
を学ぶ機会を提供します。
・青少年による青少年へ絶えざる、ロータリーの価値観を学
ぶ機会を提供します。
・青少年リーダーとして地域社会に尽くしている多数の青少
年を公に表彰する事。表彰例・クラブ例会・周年記念日
RI 理事会によるコアカリキュラム
・リーダーシップの基礎
・リーダーシップの論理規範
・問題解決と紛争処理
・ロータリーとは何か、ロータリーは地域社会の為に何を行
っているか
・自信と自尊心をつちかうこと
・地域社会の市民であり、世界の市民であるという要素
【RYLA におけるクラブの役割】
レベルを問わず、RYLA を成功させるには計画段階におけるク
ラブからの支援と関心が重要です。RYLA の実地においては、
ロータリーは欠かせない存在です。多くの場合クラブが参加
者を選出し、その参加費を負担します。また、RYLA の運営に

卓話の様子

○表彰
2011-12 年度クラブバナー受理
（国際ロータリーより
地区内で
１人当たり年次寄付額上位
３クラブだけが頂ける
バナーです）

ＲＩ会長賞 (2012-13 岩淵年度)受賞しました。

越谷竜巻災害義援金
９月２０日に第８Ｇガバナー補佐・会長・幹事のメンバーで
皆様より預かりました義援金を市長に渡して来ました。

感謝状（地区青少年交換委員）
スマイル報告

誕生月祝い

越谷市民祭りお疲れさまでした。1466 名乗車して頂きまし
た。
小林委員長・中村・浅水・石川・池田（節）飯泉
コ―リー君、四釜さん、お母さま、植山先生ようこそ
岡田・仁多見・石野・佐藤（太）
・池田（玄）
・深井
神谷・吉田・中島
誕生日、結婚記念日お祝いありがとうございます。
石田・瀬尾・本田・池田（節）
・
RYLA 卓話ありがとうございます。
岩渕・赤松・田中・水町・木左・
卓話聞いてくれてありがとう・・・・大熊
今日もよろしく・中島幹事・中野・
2770 地区ホームページ登録御協力宜しくお願いします・遠山
市民祭りよかったですね 皆様お疲れさまでした・小林会長
お陰様で今年度 3 ヶ月すぎました。
・・小林会長
市民祭り欠席申し訳ございません・・加藤
学校検診に付き早退します。
・藤田
米山月間です御協力お願いします。
・・石塚
南高みなさん頑張ってください。
・・・中尾

出席報告
例 会
結婚月祝い

会

平成２５年１０月３日

数

５３名

出席

３５名

出席免除者

８名
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１８ 名

出

員

日

席

率

70％

MU 修正率

80％

前々回 MU

３ 名

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

