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９月４日
【点鐘】
【国歌・ロータリーソング斉唱】
（奉仕の理想）
【誕生月祝い】
・赤松則宏 会員

【記念月祝い】
・池田玄一 会員
・岡田信昭 会員
・水町俊介 会員
・小林武弘 会員
・仁多見廣和 会員

【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

【会長挨拶】染谷 宗一 会長
皆様、今日は、
季節も秋を感じさ
せる様になりまし
た。早いもので今
年度も二ヶ月が過
ぎました。
振り返りますと、
２月２７日に、補
助金管理セミナー、
この時に説明が有り、補助金を地区から振り込む専用の口座
を新規に開設致しました。補助金といっても元々は浅水年度
に、ロータリー財団に寄付をした一部が戻ってくるというこ
とでちなみに、１４万円位頂けます。
６月２０日には、
会員増強維持部門セミナーが有りました。

第１９７２回例会

会員増強が、なぜ必要なのか、その点に付きまして熱く濱野
ガバナーよりお話がありました。お陰様で四名の新しい会員
様が入会して頂けました。前回の委員会では、入会候補者が
いた場合は、増強委員会に託してから行動して頂きたいとの
ご意見を頂きました。これからも、候補者の推薦を宜しくお
願いいたします。
７月１２日は、青少年奉仕部門セミナーが有りました。会
場は、浦和でアクセスは車のほうが良いということで車で行
きました。たしかに越谷から二十分もかからないで到着しま
したが駐車場が無い為、駐車場を探すのに二十分位かかりま
した。会場を取るのも大変ですが、駐車場の情報も事前に頂
きたいと思います。話は戻りますが青少年奉仕は、部会は、
４つ位有ると思いますが、うちのクラブでは、インターアク
ト・青少年交換・ＲＹＬＡなどで、すでに、四釜さんをアリ
ゾナへ送りました。行事と致しましては、越谷南ロータリー
カップのサッカー大会や台中南の子弟受け入れなどです。
７月２７日ロータリー財団部門セミナーが有りました。財
団がどんな活動をしているのか補助金を使ってどんな活動を
しているのか、
ＶＴＴに参加しての報告がなどがありました。
またうちのクラブでは、斎藤委員長が、情報提供をしていま
すので、それを参考にして頂き、ご寄付にご協力頂きたいと
思います。
８月２日は、
奉仕プロジェクト部門セミナーが有りました。
国際奉仕・社会奉仕・職業奉仕の部会が有り中でも印象に残
っているのがミドリムシの開発をしているユーグレナ社長の
講演でした。ミドリムシが地球を救う、頭の良い人は、考え
ることが違うなという感想です。因みに、ホリエモンは、ユ
ーグレナの会社の株で１００億円以上儲けたという話です。
８月３日は、米山記念奨学部門セミナーが有りました。グ
ループ事に分けられてディスカッションが行われて米山の奨
学生について思うことや寄付金が２万円から２万５千円にな
ぜ増えたのかなどが活発なご意見を頂きました。寄付は、岡
田委員長がお話されていましたが、この地区は全国の中で、
第２位で奨学生も次年度は、３人ぐらい増やして３１人して
世話クラブをやりたいというニーズに応えたいということで
す。この日はＩＭの下見のロータリーベンチャーズをみてき
ました。
８月９日は管理運営部門のセミナーが有りました。クラブ
を活性化し元気なクラブづくりをするためにはどうするのか
などの話がありました。①例会の出席率が高い ②会員増強

がよくできている 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などが要素だと濱野ガバナーからのお
話でした。
８月２３日は広報部門セミナーが有りました。この日は、
越谷南ロータリーカップの決勝トーナメントと表彰式の為セ
ミナーには参加できなかったのですが、石川委員長の報告も
ありましたが、私は、ロータリーで色々な活動をしています
が効果的にロータリーの活動をアピールするような広報活動
をすればよいのではないかと思います。
以上のことが完璧にできれば最高です。
ありがとうございました。

１０月１７日（金）１３：３０よりラフォーレ清水園に
於きまして職業奉仕月間セミナーのご案内がきており
ます。
（※詳細は別紙パンフレットをご参照願います。
）
・ＳＡＡ 深井委員長
副委員長を大熊さんに改選致しました。
また、近日中に大画面モニターを取付けますので、様々
なプレゼンにご利用下さい。
【ロータリーの友紹介】地域広報・雑誌委員会 石川委員長

【幹事報告】荒井 信宏 幹事
・理事会報告
１． ９・１０月のプ
ログラムが承
認されました。
２． 台中南區扶輪
社子弟交換収
支報告書が承
【クラブフォーラム】中期戦略計画委員会 吉田委員長
認されました。
現在、
クラブの主事業は、
３．越谷南ロータリ
社会奉仕が、
ーカップサッカー
① 市民まつり
大会の収支報告書が承認されました。
② グランドゴルフ
４．バーベキュー大会の収支報告書等が承認されました。
③ ゴミゼロ運動
５．ガバナー公式訪問懇親会収支報告書が承認されました。
６．市民まつり予算案が承認されました。
国際奉仕が、
７．インターアクト部継続予算案が承認されました。
① 国際理解図画展
８．病気療養中の会員会費について承認されました。
② 姉妹クラブ子弟交換
③ 相互訪問
・その他
１．地区から地区補助金のお知らせが来ております。
青少年奉仕が、
２．地区からガバナー月信原稿協力のお願いが来ており
① 越谷南高校インターアクト部との交流
ます。
② 韓国３７５０地区インターアクトとの交流（派遣・
テーマは「ロータリーデー活動報告」です。
受入）
地域広報雑誌委員会に付託させて頂きます。
③ 青少年交換（派遣・受入）
３．地区から職業奉仕月間セミナー開催の案内が来てい
④ ＲＹＬＡへの協力
ます。
⑤ 越谷南ロータリーサッカー大会
４．地区からロータリー・リーダーシップ研究会パートⅡ
の案内が来ております。パートⅠの修了者は積極的に
ロータリー財団が、
参加してみて下さい。
財団学生の派遣・カウンセラー
※詳細等、その他不明な点がございましたら、幹事までお願
い致します。

米山記念奨学会が、
奨学生の世話クラブ・カウンセラー

【委員会報告】
・地域広報・雑誌委員会 石川委員長
例会終了後、委員会を開催します。

と大変多くの事業を抱えております。
来年には、ガバナーエレクト輩出、交換留学生２名の受
入等、地区関連の運営活動も多くなり、クラブ活動が皆様
には更なる負担になると予想されますので、ここでクラブ
独自の対外事業を整理することを提案し、整理案件としま
して、以前より問題としている『国際理解図画展を整理す
るか？』を問題提議としてご意見頂ければと思いますので
宜しくお願い致します。

・米山記念奨学常任委員会 岡田委員長
例会終了後、委員会を開催します。
・職業奉仕委員会 野呂田委員長

【スマイル報告】社会奉仕委員会 石野 榮一
※パネラー（ご意見）
・中島会長エレクト
『主運営を年度によって
三者で振り分けてみて
は？』

・国際奉仕委員会 濱野委員長
『言葉は通じなくても
絵によって世界とつな
がるという素晴らしい
事業であると思います。
しかし今現在、絵の出
品数、ギャラリーの減
少で、少なくともプラ
スには向かっていませ
んし、事業負担金も大きいと感じます。整理するかは３５
年の歴史もありますし、今一度、クラブメンバー、三者会
議で話しあって決定すべきだと思います。
』
・国際奉仕委員会 木村副委員長
『毎年、楽しみしてい
る人もいまっす！』

ガバナー補佐・補佐幹事ようこそ・・・・・・・・・・・・
吉田、石田、濱野、野呂田
誕生月・記念月の皆様、おめでとうございます・・・・・・
荒井、加藤、佐藤太、秋元、土井、中村（直）
お祝い、ありがとうございました・・・・・・・・・・・・
水町、岡田、池田（玄）
、仁多見
古希にふさわしい美しいお花、ありがとうございま
す・・・・・・・赤松
吉田委員長、フォーラムお疲れ様でした・浅水、染谷、木村
ロータリー財団の情報、第４回目です。よろしく・・・斎藤
今月もよろしく・・・・・・・・・・・・深井、神谷、岩渕
涼しくなりましたね・・・・・・中野、飯泉、二川、久木野
秋が一歩一歩近づいていますね・・・・・・・・・小林（光）
９月４日、大相模不動尊縁日です。梨の市、夕方よりカラオ
ケ大会が有ります。夜９時頃まで・・・・・・・・・・石塚
明日から小林直前と深井さんと能登半島へ行ってきます。フ
ェイスブックにアップしますので見て下さい・・・・・石川
今月は仕事と言いながら旅行が多い月です・・・・・田中誠
生後１ヶ月の孫娘の笑顔を見るのが毎日の楽しみです・清田
８年ぶりのスマイル担当、ありがとうございました・・石野
【出席報告】出席委員会 中村 直弘
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【会場運営担当】会場運営委員会 加藤 修子
【編 集】
会報委員会
佐藤 太

・中期戦略計画委員会 大熊副委員長
『三者会議で良く話しあうべきでは？』
・染谷会長
『三者会議に３回参加させて頂いていますが、今年は市・
教育委員会共に、メンバーが変わり図画展に対して前向き
でモチベーションを高く感じます。クラブメンバーの多数
は、整理するべきと考えていると思いますが、このフォー
ラムの意見・現クラブのモチベーションを三者会議でぶつ
けてみたいと思います。
』
・吉田委員長
『国際とはいいますが、実際は越谷市内の図画展かな～？
また機会を設けてフォーラムを開催致しますので、宜しく
お願い致します。
』

＊＊＊＊＊＊＊ 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

