2018 年
【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】

７月

５日

第 2155 回例会 会報
【誕生祝い】
中島 賴光 会員・岩渕 秀一 会員
秋元 茂樹 会員・三上 樹一郎 会員

【ゲストビジター紹介】
RI 第 2770 地区第 8 グループ
ガバナー補佐 大熊 進 様
ガバナー補佐幹事 水町俊介 様

【会長あいさつ】

荒井信宏会長

越谷北 RC
会長 吉澤 晴雄 様
幹事 中澤 伸浩 様

皆様、こんにちは。本日は、お客様として第 8 グループガ
バナー補佐大熊進様、補佐幹事 水町俊介様がお見えです。会
員の皆様、一丸となって、ＩＭを盛り上げて行きましょう。
また、越谷北ローラリークラブ会長 吉澤春雄様、同クラブ
幹事 中澤伸浩様にお越しいただきました。
年度初めのお忙し
い中、ご参加ありがとうございます。1 年間よろしくお願い
申し上げます。

私は 2007 年のちょうど今日と同じ 7 月 5 日に越谷南クラ
ブに入会しました。その後、会報委員長を 4 度経験し、2014
年～2015 年の染谷会長年度の幹事を務めました。そして入会
12 年目に当クラブの第 45 代会長を拝命頂きました。
1 年間中
村幹事共々越谷南ロータリークラブのために精一杯尽力致し
ますので、会員の皆様、御協力よろしくお願い致します。
さて本日は新年度、第 1 回例会なので、今年度の会長テー
マについて改めてお伝えしたいと思います。今年度のテーマ
は、
「クラブの主役は、会員一人一人です。
」奉仕活動及びク
ラブ行事を活発かつ充実したものにするためには、会員一人
一人の意欲が必要です。それは何をしたい、どのようにした
いというやる気又はロータリー活動を精一杯楽しみたいとい
う思いです。やる気、楽しみたいという思いを引き出すため
には、積極的にロータリー活動に参加し、仲間のロータリア
ンとかかわることが大切です。そのための効果的な方法はク
ラブ内の委員会活動を活発に行うことです。
委員会において、
新会員もベテラン会員も各々の考え方や価値観を持って、大
いに議論してください。
そしてその結果、
決定した奉仕活動、
クラブ行事に対しては必ずやる気、楽しみたいという思いを
感じることでしょう。
会員の皆様、
委員会活動を活発に行い、
その場で大いに意見を言って、そして、決定した奉仕活動及
びクラブ行事の積極的に参加して、ロータリー活動を大いに
楽しんで下さい。
ここで、私自身について少しお話したいと思います。この
度、クラブ会長を拝命頂きましたが、実は生まれてこの方、
何何長という役職を経験したことが唯の 1 度もありません。
小学校～大学時代に生徒会長はもちろん、クラスの学級委員
長、
班長、
さらには部活動のキャプテン等も一切ありません。
社会人になって、ロータリークラブに入会するまでも何何長
という経験がありませんでした。そんな私が越谷南クラブの
会長になって、自分自身も驚いています。そんな私も会長と
いう自覚が出てきた証に、
「リーダーシップ」について興味が
出てきました。最近それに関する本を幾冊か読みましたが、
その中の 1 フレーズを紹介します。それは、
「リーダーに生ま
れるのではない。リーダーに育つのだ。
」です。これは当初は、
「リーダーは持って生まれた先天的な特性を持つという」と
いう考え方が支持されていましたが、研究の結果、現在は、
リーダーシップ（ビジョンを示したり、人々のモチベーショ
ンを高めたりする等）は天性のものではなく、後天的に学び
うるスキル、
行動様式であるという考え方が定着しています。
私もこの言葉を信じて、1 年間、頑張って行きたいと思いま
す。
以上、会長挨拶とさせて頂きます。

【幹事報告】

中村直弘幹事

【第 8 グループ】
 越谷北 RC 様よりプログラム予定表が届きました。2 点
紹介をさせて頂きます。
・7/18(水) 小林操ガバナーエレクト活動方針表明があり
ます。越谷北 RC 様には浅水ガバナー年度に大変お世話
になりましたので、ご恩をお返しするため、皆様のご協
力をお願い致します。
・8/22(水) 「三味線卓話」があるそうです。興味のある
方はメーキャップ申請してみてください。
【理事会】
 退会者について。野呂田会員、木佐会員から退会届が届
きました。退会理由、これまでの慰留の経緯を鑑み、残
念ながら受理することとなりました。今後の増強、退会
防止がますます重要になってきますので、皆様ご協力の
程、宜しくお願い致します。
 7 月 8 月のプログラムが承認されました。
 台中南 RC 子弟受入れ(7/25~29)の計画と予算が承認さ
れました。
 越谷南ロータリーカップ(8/27~28)の計画と予算が承認
されました。
 青少年送り出し(8/11)、受け入れ(8/19)の計画と予算が承
認されました。
【地区】
 「第 31 回インターアクト年次大会」の開催について案
内がありました。川口北 RC がホストクラブとなり、
8/18(土)に川口総合文化センターで行われます。近いう
ちに当クラブもホストクラブとなる可能性があります
ので、荒井会長、仁多見委員長、中村幹事で参加してき
ます。
 「自分発見高校生感動体験プログラム(就労体験活動
5days)」へのご協力依頼がありました。埼玉県教育局の
主導で中途退学防止を目的に行われているものです。11
月中の 5 日間で行われます。ご協力頂ける方がいらっし
ゃいましたらご連絡ください。

【委員会報告】
会員増強維持促進委員会
会場運営委員会
プログラム委員会
例会終了後に委員会開催します
青少年奉仕委員会
7 月 7 日 18 時 委員会開催します。
【クラブ協議会 】
下記委員会委員長より、今年度の基本方針・活動計画の説明
がありました。詳しくは、2018 年度クラブ年度計画書をご
参照ください。
クラブ管理運営部門 濱野 委員長
出席委員会 小林（秀）委員長
プログラム委員会 石川委員長
公共イメージ委員会 佐藤（陽）委員長
会場運営委員会 長澤 委員長
親睦委員会 和田委員長
ロータリー情報委員会 中島 委員長
会員増強維持推進委員会 田中（由）委員長
【会長幹事新旧引き継ぎ式】
赤松直前会長に代わり瀬尾副会長より荒井会長へ会長ピン
を贈呈

荒井会長・中村幹事の門出です。
皆様宜しくお願いします。
【スマイル報告】
お陰様で
スマイル
累計

39 件

【出席報告】
例 会 日
会

員

数

出席免除者
出

席

率

MU 修正率

59,000 円
59,000 円
ありがとうございます。

平成 30 年 ７月 ５日
48 名
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8名

欠席

15 名
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前々回 MU

％

名

会報担当：佐藤

【会報担当より一言】
荒井会長、中村幹事による新年度がスタートしました。荒井
会長の緊張した面持ちが印象的でしたが、その中に越谷南
RC を引っ張っていくという決意がひしひしと伝わってきま
した。会長、幹事 チェストー！ 私達も支えていきます。

――――― 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）
【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

