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会長 中島頼光
幹事 遠山浩人
会長エレクト 瀬尾拓也
ＲＩ会 長 テ ー マ『世界へのプレゼントになろう』
地区テーマ
『ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づくり』
クラブ会長テーマ『全員参加の楽しい奉仕を、インターネットの充実を目指そう』
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【ロータリーソング斉唱】我らの生業

第２０４６回例会

【幹事報告】

遠山幹事

【ロータリーの目的唱和】
【四つのテスト唱和】
【ロータリアンの行動規範唱和】
【ゲストビジター紹介】
浅水ガバナーエレクト
【点鐘】
【会長あいさつ】

中島会長
１ 昨日、吉川ロータリー45 周年記念ゴルフ大会に参加さ
れた皆様、お疲れさまでした。3 組参加しましたが、誰に
も賞品が当たらず、残念な結果となりました。
２ 5 月 8 日（日）越谷クラブ創立 55 周年記念式典に出席
される皆様に本日、招待状をお渡しします。
出欠の返信はクラブよりまとめて出しますのでご記入後、
幹事に渡してください。会費も本日集金します。

今週の月曜日に石田さんのところにお見舞いに行ってきまし
た。肺炎の治療を行いその後、検査をするという事でした。
いたって元気でした。
青少年交換留学生のローラさんが本日帰国しました。
本日は会長エレクトセミナー報告と台中訪問報告があります。
発表する方宜しくお願いします。

浅水ガバナーエレクト
私のもとに案内が届いていますので報告させていただきます。
毎年行われている鴻巣ウォーキング大会 4 月 23 日（土）
私も参加します。参加費 500 円、参加者募集中です。
委嘱書授与 次年度地区副幹事
田中 由佳会員

【委員会報告】
親睦委員会
小林武弘委員長
越谷北ＲＣゴルフと、今月 3 月 31 日夜間例会の参加費
の集金をしています。参加される方はお願いします。

3. プログラムへの参加と資金寄付の
両面を通じてロータリー財団を支
援する。
4. クラブレベルを超えてロータリー
で奉仕できる指導者を育成する。

会長エレクト研修セミナー報告 瀬尾拓也会長エレクト
○ ガバナーエレクト 浅水尚伸
次年度ＲＩ会長ジョンＦ・ジャーム氏の言葉
良いクラブとは、
1. 奉仕活動に積極的に参加している。
2. 新会員を温かく迎え入れている。
3. 活気がある。
4. 四つのテストを真に実行している。

会長エレクト研修セミナー 報告
平成 28 年 3 月 4 日 ～ 5 日 於 ラフレさいたま
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《 全体会議 》
○ 2016－17 年度 ＲＩ会長 ジョン Ｆジャーム
（アメリカ・テネシー州）
会長テーマ 「人類に奉仕するロータリー」
Ｒ財団 100 周年 ⇒ ポリオ撲滅を目標
ポール・ハリスの晩年の言葉を引用。
「個人の努力は個々のニーズに向けることができ
ます。しかし大勢の努力の結集は、人類の奉仕に捧
げなければなりません。結集された努力に限界とい
うものはありません。
」
「人類に奉仕するロータリー」の伝統を継承する名
誉を授けられた私たちには、このような奉仕を行っ
ていく責務がある。

地区活動方針 「人類に奉仕するロータリー」
（ＲＩテーマと同一）
地区運営方針「楽しいロータリークラブを作り上げ
よう」
ロータリーの原点は、
親睦と奉仕。
親睦を通じて、
仲間との絆を基礎に奉仕活動を実践しましょう。
具体的に
1. クラブの戦略計画の立案をしてみましょう。
継続事業の見直しや、新たな奉仕活動に向け
た情報収集、各クラブ内の意思統一の方法など
について、考えてみましょう。夢を持ってロー
タリーを語れる環境を作り上げましょう。
2. クラブでは、クラブ会員の変動などの各種
情報をロータリークラブ・セントラルに常
に反映させ、会員のＭｙ Ｒｏｔａｒｙへ
の登録を促してください。
3. ロータリー財団設立 100 周年を記念した行
事、寄付増進を計画しましょう。
4. 仲間として価値観を共有できる会員を積極
的に入会させましょう。特に、40 歳未満の
若年層の会員の増強に意欲的に取り組んで
みましょう。退会防止に努め、維持率 100％
を達成しましょう。
5. 地元メディアの協力を得て、ロータリーの
存在、ロータリークラブの奉仕活動を地域
の方にアピールしましょう。
6. 公共団体、企業、ＮＰＯ法人などとの提携
を検討しましょう。
7. 社会奉仕部門

○ 次年度地区研修リーダー 井橋吉一 ＰＧ
クラブ会長の主な役割 ⇒ クラブが効果的に機
能するよう指導すること
効果的なクラブとは
1. 会員基盤を維持、増強する。
2. 地元社会および海外の地域社会の
ニーズに取り組む成果溢れるプロ
ジェクトを実施する。

2016－17 地区目標
1. 財団 100 周年記念事業の促進と財団への寄付の増進。
2. ポリオ撲滅の達成。
3. 会員増強（40 歳未満の会員、女性会員）と会員維持
率 100％を達成。
4. 青少年奉仕部門事業への積極的な参加（ＲＹＬＡ、
インターアクト、ローターアクト）
。
5. ＲＩ会長賞への挑戦。

2016－17 地区数値目標
1. 会員数 3,000 名
2. 出席率 90％を目標にメーキャップを活用する
3. 財団寄付額
・１人当たり
年次寄付
200 ドル
ポリオプラス 50 ドル
・１クラブ当たり 初めてのベネファクター１名
恒久基金に 1,000 ドル以上
（50 名以上のクラブは 2 名）
4. 米山寄付額
・１人当たり
25,000 円
（普通寄付5,000円 特別寄付 20,000円）
《 部門別セッション 》
○ 会員増強維持部門
地区会員数
2015.12 月末 2,597 名 ⇒ 2016－17 目標 3,000 名
意欲と思いやりと知恵にあふれたロータリアンとしてふ
さわしい人、若い人や女性の新会員を積極的に増やしまし
ょう。
奉仕活動を楽しみ、親睦行事を楽しみましょう。まず、
自分が楽しみ、そしてそれらの活動に新会員を積極的に
参加させましょう。
○ 職業奉仕部門
倫理性をもって、職業に取り組む
「倫理観」 ⇒ キーワード
1923 年セントルイス国際大会で決議
ロータリーとは、一つの哲学である。
「超我の奉仕」の
哲学である。これは、
「最も良く奉仕する者、最も多
く報いられる」という、実践的な倫理原則に基づくも
のである。
・倫理観に基づいて仕事をしていきましょう。
・職業スキルを活かして、社会奉仕、青少年奉仕をして
いくことが、職業奉仕へ結びついていく。
・見返りを求めてやっていないことが最終的に報われる。
○ 管理運営部門
1. クラブ活性化委員会
MyRotary への会員 50％以上の登録 ⇒ＲＩ会長賞
ＲＩ戦略計画を理解し、クラブ戦略計画を作成してく
ださい。
クラブ研修リーダーを任命してください。
2. ＲＬＩ運営委員会
各クラブ 1 名以上参加。指名は会長が行って
ください。
次期会長、会長ノミニー、次期幹事、副幹
事、クラブ研修リーダーは必須受講。
○ 国際奉仕部門
財団の補助金を使用し、国際奉仕事業をしてくだ
さい。
国際奉仕や国際交流の実績やその情報を地区に
伝えてください。

○ 青少年奉仕部門
インターアクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ，青
少年交換
3/5（土）
○ 米山記念奨学部門
寄付 ⇒ 奨学生の受入れ ⇒ クラブの活性化
⇒ 寄付
○ 広報部門
ロータリーとは何か？どんなところか？何をし
ているのか？
ロータリアン各自が説明できるようにしてくだ
さい。
・ゆるキャラ ⇒ 10,000 円で貸出
○ 学友部門
次年度から新設の部門（各委員会から独立）
次々年度から各クラブにて設立してください。
・財団学友 － 財団奨学生、ＧＳＥ・ＶＴＴ学友
・青少年・米山学友 － 青少年交換学友（ﾛｰﾃｯ
ｸｽ）
、米山学友
学友とは、プログラムを通じロータリー活動を経
験したことのある人
ロータリーが援助した優秀な人材として、学友会
活動促進させる。
○ ロータリー財団部門
「Ｒ財団 100 周年」
ポリオ撲滅を視野 アフガニスタンとパキスタン
2015 年 74 件の感染症例
地区目標
年次寄付 会員一人当たり 250 ドル
（年次寄付 200 ドル・ポリオプラス 50 ドル）
恒久基金 1 クラブ当たり 初めてのベネファクター1 名
1,000 ドル（会員 50 名以上クラブは 2 名）
・補助金を利用し、奉仕活動に活用してください。
○ 地域社会奉仕委員会
・ペットボトルキャップ回収によるポリオ撲滅への協力
・東日本震災復興支援の継続、また、情報の収集（地
区補助金）
・腎・アイバンク
・認知症サポーター講座の拡充
・ブライダル委員会新しい登録者を！
《 全体会議 》
○ 各グループガバナー補佐による、次年度増強目標発
表
越谷南ＲＣとしては、次年度こそ 60 名を達成する
べく、純増 6 名にて報告いたしました。
○ 参加者の感想
上尾西クラブ 会長エレクト
ﾕﾅｲﾃｯﾄ ｻｰﾋﾞｽ Ｅクラブ 会長エレクト
講評などのあと、終了
《 懇親会 》

台中訪問報告
海野宏明会員
3 月 4 から 7 日まで
台湾に行きました。
私も越谷南ＲＣに入会
し、何か参加出来るこ
とはないかと思ってい
たところ、ちょうど
台中訪問の話を頂き、
思い切って休暇を取り
行ってきました。
会社で中国とかシンガ
ポールとか視察でいくと
レポートを提出したり、過密スケジュールでつらい思いをす
るのですが、今回は 9 名でゆっくり楽しい旅でした。
台中訪問報告

小林武弘会員

私は台中訪問を
かたくなに断り
続けてきましたが、
今回思いました。
皆様も行って下さい
人生観変わります。

【ス マ イ ル報告】池田玄一会員 【出席報告】石野栄一会員

※瀬尾エレクト、ＰＥＴＳ報告ご苦労様です。
浅水ガバナーエレクト・小林（光）会員・濱野会員
石野会員・斉藤会員・・水町会員・赤松会員・神谷会員
池田会員・石川会員・
※ＰＥＴＳ報告つたない話で申し訳ございません。
瀬尾エレクト
※台中訪問報告ご苦労様でした。加藤会員・吉田会員・
※台湾に行かせて頂きお世話になりました。海野会員・
※第 5 夜間例会出席お願いします。小林（武）会員・
※北クラブにメーキャツプしました。深井会員・
※体調不良により吉川ＲＣ様のＧコンペ参加できず強いませ
ん。
・・中村（直）会員
※誕生日祝いありがとうございました。
・・田中（由）会員
※結婚のお祝いありがとうございました。
・・中内会員
春（仕事本番忙しい）
・・・田中誠会員
※本日早退すみません。
・・・飯泉会員
※天候が良く暖かくなりました。
・・・中島会長
※ローラが帰国しました。
・・・・中島会長
※急のローラの帰国、残念です。
・・遠山幹事
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