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２７年２月２６日
【点鐘】
【国歌・ロータリーソング斉唱】
（それでこそロータリー♪）
【会長挨拶】染谷 宗一 会長
本日は先日２月１７日、市民会館うらわで開催されまし
た、地区チーム研修セミナーについてご報告させて頂きま
す。
内容は、
井原ガバナ
ーエレクト
が、次年度
ＲＩ会長の
方針や目標
を地区ガバ
ナー補佐・
部門委員
長・委員長
にお伝えし具体的な事業方針を理解して頂き就任に備え
る為のセミナーです。詳細に付きましては中島会長エレク
トがＰＥＴＳを受け、ご報告があると思います。次年度Ｒ
Ｉ会長スリランカ コロンボＲＣ、Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
氏の会長テーマは『世界へのプレゼントになろう』です。
この地区チーム研修セミナーを来年は浅水ガバナーノ
ミ二―が中心となり開催するセミナーですので、皆様のご
協力宜しくお願い致します。
【幹事報告】荒井 信宏 幹事
１．地区社会奉仕部門から下半期活動についての案内が来
ています。
① ペットボトルキャップ回収推進月間です。
期間：平成
２７年２月
２１日～３
月２０日で
す。
回収袋が
必要な方は
事務局にあ
りますので
お申し出下

第１９９６回例会

さい。
② 賢アイバンク支援推進月間
期間：屁性２７年３月２１日～４月２０日
２．地区から第１１回青少年支援委員会及び第６回派遣候
補生、第７回来日学生オリエンテーションの案内が来て
います。
青少年奉仕委員会に付託させて頂きます。
３．地区からロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）
パート３の案内が来ています。参加希望の方は幹事まで
申し出て下さい。
４．２０１５年３月のロータリーレートは１ドル＝１１８円
となります。

【委員会報告】
・ＳＡＡ委員会 深井委員長
① 駐車場は所定の位置に駐車願います。
② ロータリー財団学生オリエンテーションに参加致
しましたので報告致します。
・中島会長エレクト
例会終了後、被選理事会を開催致します。
【上半期決算報告】会計 木佐 謙一
（※メールボ
ックスに投
函させて頂
きました別
紙一般会計
収支報告
書・特別会
計収支報告
書をご確認
願います。
）
下半期もなるべく経費削減に努めて頂けましたら幸いで
す。また後日、会計監査を中野さんよりあらためてご報告が

ありますので宜しくお願い致します。
【ＩＭ報告】
・浅水ガバナー補佐
今回、当クラ
ブで主催しまし
た第８グループ
ＩＭは素晴らし
いものだったと
思いました。越
谷南ロータリー
クラブは、やる
ときはやるぞ！
と他クラブ・お
客様にアピールする事が出来たと確信しました。その後、多
くの他グループのＩＭに参加させて頂きましたが、今回のＩ
Ｍを結構参考している感が多々ありＩＭの運営モデルになっ
ている様で鼻高々でした。
我々のＩＭは小林実行委員長が言っていた通り、私のガバ
ナー年度の地区大会予行練習的な意味合いもあります。地区
大会はＲＩ会長代理を始めとするＩＭより遥か多くの役員・
ご来賓がお見えになり手厚いおもてなし、厳格な式典が必須
とされますが、今回ＩＭで皆様の仕事ぶりをみて地区大会は
大丈夫と大きな自信を頂き、本当にご協力ありがとうござい
ました。
ここからはＩＭ報告とは関係無い話ですが、先日、第３グ
ループのＩＭに参加し、その時、講演を明治天皇の玄孫、竹
田 恒泰氏が講師にお見えになって、
『日本の事を良く知って、
日本の誇りに自信を持とう』をテーマに講演を聞きとても良
い講演だったので皆様にお話しさせて頂きます。
日本以外の国で２０００年以上存続している国は無く、他
アジア・欧米にはない歴史と伝統が違うという話です。
近年歴史・考古学が発展したことによって日本で発見され
ている土器・石器は世界で一番古いことが解ってきました。
それで困っているのが歴史学者で、もしかしたら今までの歴
史がすべて覆され、日本の文化が世界的に一番古いと今、歴
史・考古学が熱く面白くなっているようです。
また国の成り立ちの仕方ですが他国では一国を統治する
のは争い無くしてはありえないことですが、日本の最古、大
和朝廷時代はほとんどが争いごと無しで ｗｉｎｗｉｎな関
係を話し合いで作り上げていったということが最近解ってき
た様で、今も昔も日本は平和な文化というのが解ると思いま
す。
では究極の日本文化は？という事ですが、竹田さん曰く平
和の『和』ではないかと。では『和』って何？ということで
すが、
『人の為に尽くす、人の気持ちを考えて行動する価値観
を持った民族』だと。争わず規律を守り、ゆずり合い・たす
け合いの精神は、何千年もの歴史から続いている揺ぎ無い究
極の文化であると。具体的には東日本大震災での行動を見れ
ば明らか。
他国では革命毎に今までの価値観が潰れますが、日本は何
千年も『和』が続いている宗教以上の究極の文化を皆様の体
の中にも脈々と生き続けていますので、皆さんも改めて日本

人の誇りに自信を持って頂きたいと竹田さんの講演を聞いて
強く思いました。
また話が変わりますが、先日、小林直前の令夫人 貞子様
がお亡くなりになり、大変に残念に思い気づいたのですが、
最近奥様が中心となったイベントが少なくなりましたが、今
後は、日頃の恩返しも込めて奥様にもロータリーを楽しんで
頂けるようなイベントづくりが大切であると。今後、提案し
ていきたいと思います。
以上、ありがとうございました。
・荒井ＩＭ副実行委員長
今回のＩＭはホストクラブとして４年前に担当したＩＭ
と違い、第８グループ、５クラブの協力体制の基に行われま
した。各役割の副実行委員長は５クラブの幹事が担当した関
係で、
会長幹事会の日程に合わせてＩＭ実行委員会が行われ、
その後、開催数か月前からは、小林実行委員長、石田記念ゴ
ルフ実行委員長、浜野幹事を中心として何度も委員会が開催
され、当日に望みました。
早い時間より搬入・設営準備を行い、そして式典・基調講
演・活動報告と進み最後に懇親会で多いに盛り上がり、閉会
となり、すべてが終了した後、小林実行委員長をはじめ、多
くの会員の皆様より『今日のＩＭは良かったね、楽しかった
ね！』という声が聞こえ、私も同感しました。また後日、濱
野ガバナーより『第８グループのＩＭが一番良かった！』と
賛辞を頂き、主催者側・お客様の双方が楽しめた素晴らしい
ＩＭだと感じました。
最後に皆様のご協力に改めて感謝申し上げます。ありがと
うございました。
・加藤 修子
今回ＩＭでは、様々なハプニングがあり勉強させて頂きま
した。
当日式典が、
予想より早く
終わり講演の
スタート時間
が早まり、講
演者の菊地様
が現着したば
かりで準備も
儘ならない状
態で講演をお
願いしました
が、快く承諾し、対応能力に感服致しました。一難去ってま
た一難がありまして、菊地様が入場の際、スポットが眩しす
ぎて、舞台までほぼ何も見えない状態で入場しましたが、何
とかご案内することができました。
やはり、リハーサルの重要性が浮き彫りになり、今後、浅
水年度に向けて地区大会等、イベントが多くなると予想され
ますが、その際は打ち合わせ、リハーサルを入念に行うべき
と感じました。
ありがとうございました。

【スマイル報告】青少年奉仕委員会 飯泉 繁雄
上半期決算報告、ありがとうございました。
・・・荒井、石塚、
池田（玄）
、糸賀、岡田、木村一、瀬尾、中島、水町
ＩＭ報告ありがとうございました。
・・・染谷、飯泉、石川、
石野、神谷、木佐、佐藤太、田中誠、中野、仁多見、本田
ＩＭに参加出来ませんでしたが、皆様、お疲れ様でした・・
佐藤（陽）
浅水先生のお話、大変勉強になりました・・・・長澤
ロータリー財団学生オリエンテーションに行ってきまし
た・・・・・深井
新会員の集い、宜しくお願い致します・・・浅水
小林直前会長、令夫人のご冥福をお祈り申し上げます・・・・・
・・加藤、久木野
もうすぐ後期高齢者になります、身体に気を付けま
す・・・・・・・吉田
確定申告をする方は、３月１６日までに、お忘れな
く！・・・・・・小山
花粉が飛び始めて、憂鬱です・・・・・中村
小林武弘さん、お久しぶりです・・・・遠山
休み過ぎました、スミマセンでした・・小林（武）
★スマイル件数 ３１件 合計金額３５,０００円
ありがとうございました。
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【会場運営担当】会場運営委員会 本田 栄一
【編集】会報委員会 佐藤 太
＊＊＊＊＊＊＊ クラブプロフィール ＊＊＊＊＊＊＊＊
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