国際ロータリー第２７７０地区 ２０１６～２０１７年度 越谷南ロータリークラブ 会報
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会長エレクト 赤松則宏
幹事 加藤修子
会報委員長
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ＲＩテーマ：人類に奉仕するロータリー
地区テーマ：楽しいロータリークラブを作り上げよう

平成 2９年３月１６日
【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】
【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】

【会長あいさつ】
瀬尾会長
皆様こんにちは。
明日からもうお彼岸です。冬の季節も終わりに近づいてき
ています。皆さんは暖かい季節が待ち遠しい頃かと思います
が、私にとってはシーズンがもうそろそろ終わりに近づいて
いるなと感じる時期になりました。今年の冬は、資格検定に
向けて練習と学科の勉強に明け暮れ結構辛いシーズンでした
が、おかげさまで二つの資格を取得することができ、たいへ
ん充実したシーズンとなりました。あとは月末に開催される
競技会に出場するのと春スキーを楽しみながら自己研鑽を積
んでいくのみとなっております。まだまだ自然と環境、そし
て私を支えていただいているすべての方がたに感謝しながら、
ＧＷまで楽しんでいきたいと思っています。

第２０９３回

例会

さて、先週末には姉妹クラブの台中南区ＲＣの創立 30 周
年記念式典がございました。私の名代として参加していただ
いた小林副会長、加藤幹事をはじめ、ご参加していただいた
会員の皆様、そして国際奉仕、親睦委員会の小林委員長、濱
野委員長にはたいへんご苦労様でした。感謝とお礼を申し上
げます。台中南区ＲＣとの友好と親善については、これまで
諸先輩方がかけがえのない財産を作ってこられ、これから先
もその友情をもとに世界で良いことをしていく仲間となって
いくことでしょう。向こうでの活動などについては、後日改
めてご報告いただければと思いますので、よろしくお願いい
たします。
また、赤松会長エレクトにおかれては、先週行われた（Ｐ
ＥＴＳ）会長エレクト研修セミナーへの参加、たいへんお疲
れさまでした。ＰＥＴＳでは次年度のＲＩの方針や地区の活
動内容などを中心に 2 日間みっちりレクチャーを受けること
になっております。後程その内容についてご報告をよろしく
お願いいたします。皆様にはエレクトのお話をお聞きいただ
きながら、次年度の方向性などを感じていただければと思い
ます。
【幹事報告】
加藤幹事
1、 再度、平成 29 年 4 月 1 日（土）第 8 グループ I M ハイク
開催のご案内についてお知らせ申し上げます。参加可否
の返事が 3 月 15 日（水）となっております。満開の桜が期
待できる時候の開催で「お花見をウォーキング」と題して、
バスで都内に向かってのスケジュールとなっております。
皆様のご参加、宜しくお願いいたします。
2、 国際ロータリー第2770地区 ガバナー 浅水 尚伸様、指
名委員長 三國 明様より「国際ロータリー第 2770 地区 2019
～2020 年度ガバナー選出の件」でお知らせが届きました。
「当地区指名委員会、選考の結果、2019～2020 年度ガバナ
ーとして越谷北ロータリークラブ所属の小林 操会員が全員
一致で選出されました。」との内容です。

3、 2016～2017 年度 国際ロータリー第 2770 地区ガバナー
浅水尚伸様 米山記念奨学部門担当諮問 大塚信郎様、米山
記念奨学部門委員長栗原 偉憲様より「カウンセラーと米山
記念奨学生（新規・継続）オリエンテーション開催のご案内」
が届いております。
日 時： 2017 年 4 月 8 日（土）
集合時間： 米山奨学生・・・午前 10：00 受付 午前 10：30 開始
カウンセラー・・正午 12：00 受付 昼食を用意致します
場 所： さいたま市民会館うらわ 705・706 集会室
詳細は事務局まで
4、 国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 浅水 尚伸様、地
区研修リーダー 井橋 吉一様、青少年奉仕部門委員長 加
藤 始様、青少年育成・インターアクト委員会委員長 若森
圭恵様、ローターアクト委員会委員長井川 潤様より「インタ
ーアクト・ローターアクト合同奉仕活動・親睦会」のご案内が
届いております。
詳細は青少年委員長に連携させて頂きます。

【会長エレクト研修報告】 赤松 則宏 会長エレクト

【委員会報告】米山記念奨学委員会 石野 榮一 委員長

【委員会報告】出席委員会 長澤 幸義 委員長

２０１７－２０１８年度会長エレクト研修（ペッツ）報告
平成２９年３月９日．１０日の２日間にわたり浦和にて開催
されました。ガバナ－エレクト大貫等氏による開会点鐘の後
次年度ＲＩ会長 イアンＨＳライズリ－氏の紹介がされまし
た。彼はオーストラリア出身の 職業は公認会計士で国内に
おいては数々の社会奉仕により政府より表彰されている方だ
そうです。
今年度のテ－マ－は、
（変化をもたらす）と言う 俗の言葉で
クラブを改革せよという事です。私的に理解すると国際ロー
タリーそのものが規定審議会等において、従来の古い良き時
代のルールから抜け出し現実に即した対応へと変化をしてい
るからです。例えば、会員身分の扱い、入会金、年会費、例
会日等につき、各クラブに独自性を期待しているものと考え
ます。
三國 明次年度地区研修リーダ－は、一つの企業、一つの組
織とは人の人生も同じで、発展．衰退がある中で１１０年の
歴史がある。
先人がその歴史をつないできたのですと｡クラブ
に柔軟性を取り入れ、
女性会員と､若い世代の会増強に取り組
まれますようにとの話をされました。時代に即した変化を各
クラブに呼びかけたのであります｡
ガバナ－エレクト大貫氏は､これらを受け 地区活動方針を
ＲＩと同じに（ロータリー:変化をもたらす）
地区運営方針を （新たな行動 新たな感動）と呼びかたの
です。

具体的には 親 睦．生涯の友人と相互理解の心を育むこと
高潔性．倫理を大切にして約束を守り抜くこと多様性．あら
ゆる分野の職業人が集まるロータリーでは、様々な専門知識
やアイデアを取り入れ社会に役立つ活動をすること奉仕とリ
ーダ―シップ、あらゆる分野のリーダ－や職業人が力を合わ
せて、地域や世界のニーズに応える奉仕活動をすること。
午後からは九つのセミナーブロックに区分けされ、それぞれ
の会場へと移動した｡二日間に渡るセミナーの開始である。
出席者全員に受講カードを渡され、厳重な管理下に置かれて
の地区主導である。私の場合は、 初日がロータリー財団部
門．米山記念奨部門．公共イメージ部門管理運営部門．会員
増強部門．スタートが１２時４５分より各部門４０分で１０
分の移動を 繰り返し初日終了が１６時４５分—解散。二日
目が職業奉仕部門．社会奉仕部門．国際奉仕部門．青少年奉
仕部門．午後１２時３０分スタートで、終了は１５時４５分
であった｡上記の内容は、一部屋 ６人～９名の構成にて、研
修生は全員が他のクラブのエレクトであった。
会議の進行は、
地区諮問委員の挨拶があり、部門委員長より活動方針の説明
各エレクトに対して質疑応答と言う手法にて行われた。
私がこのペッツを受け、新たに感じた部門について、説明
いたします。初日の管理運営部門について
① 各クラブは､クラブ研修リーダ－を定め入会年数の浅い
会員に対して研修を行う事（これらの責任者は、知識豊
富なパスト会長が適材で同一責任者は二年間ぐらい継続
が良い）
我がクラブの情報委員会との絡みをどうするか？
例会プログラムの充実 （外部卓話の積極的導入）
② クラブ会計を理事として入閣をして下さい。
会員増強委員会
女性会員の増強―――クラブ会員数の１０％の目標
若い世代の増強―――地区全体を考えると、古参会員と
若年会員との考え方のギャップをどうするか？会を希
望若しくは、前向きに検討されている候補者の５６％が
奉仕をしたいと望んで入会しても、数か月が経ち活動が
目立つと、それをつぶしに係る古参会員が必ず現れるそ
うです。古参会員の上から目線等縦の繋がりより横の繋
がりを――――
二日目
社会奉仕委員会
地区クラブは、それぞれの規模に応じて懸命な社会奉仕
を行っている事に感銘を覚えました。
事例の多くは、ｺﾞﾐゼロ運動．少年野球．サッカー大会．
施設訪問市民まつりの参加．ゲートボール大会等々．ア
イバンク．特に新鮮味を感じたのは、大宮西ＲＣの太陽
と土の恵みと称して農地を借りて、地域の幼稚園、保育
所の子供たちと野菜の種まきから収穫をするまでの体
験学習を行い、父兄より喜ばれているとの報告でした。
青少年奉仕部門
青少年交換プログラム、１６～１９歳を対象として親善
交流を通じ国際理解の向上、世界平和の推進に寄与する
ことを目的といています。

この委員会活動は、多岐にわたっています。
① 青少年育成 インターアクト委員会
② ローターアクト委員会 １８歳〜３０歳
③ ライラ委員会
④ 青少年交換委員会
最後になりますが、ペッツの開催前は、大きな苦痛を予感し
ていましたが本日、皆様の前で ご報告出来ました事は、私
にとりまして大きな学びと収穫があったことは事実で感謝の
言葉以外に有りません。
私はこの発表をしながら 心の中は明日台北へ出かけること
が裏を駆け巡ります。次年度 役員．理事 会員の皆様宜し
くご指導を賜ります事を願いながら報告と致します。

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル合計 ３４件 ４８，０００円
皆様のご協力に感謝申し上げます。
【出席報告】
例 会 日
会

員

数

平成２9 年 3 月１6 日
出席

３３名

8名

欠席

18 名

率

66％

前々回 MU

10 名

MU 修正率

95.8％

出 席免除者
出

席

５１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）
【友 好 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 2520 地区
宮古東ロータリークラブ
【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

