平成２３年１０月１８日 第３４７回例会 ＮＯ．264 発行

ＲＩテーマ

会長/寺沢

クラブテーマ

次週の例会

今週の例会

2011 年 1１月 １日(火)第 34９回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 外部卓話
川口ＲＣ 谷内 宏文様

「

良治

幹事/井上 博明

2011 年 11 月 ７日(火)第 3５０回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 外部卓話
地区管理運営部門委員長 篠原 唯史様

絆 を

深

め よ う

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

」

会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
本日は公式訪問例会です。国際ロータリー第２７７０地区 三國
明ガバナー様には、大変お忙しい中訪問いただき心より感謝申し上
げます。また、第３グループ岩﨑ガバナー補佐にもご出席いただき

ありがとうございます。本年も大宮南東ＲＣとの合同例会となりました。村松会長ほか
会員の皆様、よろしくお願いいたします。
先ほど別室において、私と井上幹事に心強いご指導ご助言をいただきありがとうござ
いました。
さて、2011～2012 年度国際ロータリー会長カルヤン・バネルジー氏は、ＲＩテー
マとして、
「こころの中を見つめよう、博愛を広げるために」を掲げ、強調事項として、
家族、変化、継続を提唱されております。
また、三國ガバナーは、地区のモットーとして「ロータリーに新風を」とされました。
地域社会や世界をよりよく変えるためには、まず自分たちが変わらなければならない。
みんなで話し合って、良いと思うことは先例にこだわらず失敗を恐れず大胆に取り組み
ましょう。今こそその時だ。と、述べられております。
本年度当クラブは、「絆を深めよう」をテーマとして、一つひとつの活動に取り組ん
できております。これからもこの｢絆｣をより一層、深く・強く・太くしていくために、
会員が一丸となって智恵を出し合い、総力を結集し活動を進めてまいりたいと思いま
す。
本日は、これからガバナーによる例会卓話があり、その後はクラブ協議会において、
各委員会が報告いたします。大変恐縮ですが、長時間にわたりガバナーにご指導いただ
くことになります。ぜひ有意義な公式訪問例会となりますよう、皆様のご協力をよろし
くお願いいたします。ありがとうございました。
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幹 事 報 告

第２７７０地区ガバナー
三 國 明 様
第３Ｇガバナー補佐
岩 﨑 彰 様

青少年交換留学生
アスタさん

オブザーバー
都築 岬様

大宮南東 RC の皆様

村松会長

大橋幹事

●地区事務所より
①被災地・新規高卒者の
就職応援プログラム
と「就職応援募集要
項」のご案内
②グローバル補助金プ
ロジェクトのご案内
③ポリオ撲滅チャリティーバザーへの
ご協力御礼
④ローターアクト 第２３回年次大会
開催のご案内
●大宮ロータリークラブより
・１０月２６日（水）スカイツリーに
ついての卓話例会のご案内
●さいたま市高校選抜サッカー選手団
海外派遣報告会の開催について
●10/8・9 開催の東日本大震災支援 福
島県特産品の即売会出店者（さいた
ま・福島彩友会・東京福島県人浜通り
会）より御礼
＊青少年交換留学生 アスタさんにお
小遣いを渡しました。

卓

話

2011-12 ガバナー

三 國 明 様

本日は公式訪問の機会をいただき有り難うございます。また、日頃より
地区の運営には多大なご協力を賜り感謝申しあげます。貴クラブは創立
以来多彩で効果的な奉仕活動を展開され,かつまたあまたの地区委員を
輩出されここに感謝申しあげると共に敬意を表します。
さてすでにご案内の通り今年度の RI 会長はインド出身のカルヤン・バネル
ジー氏です。そして RI の今年度のテーマは「心の中を見つめよう、博愛を広
めるために」でございます。
強調事項は家族、継続、変化です。世界平和の出発点は健全な、愛に満ちた家庭にあります。今
日の世界の諸問題のかなりの部分は家庭や家族愛の崩壊によるものです。特に母と子の問題が重
要であります。私たちの奉仕は究極的には世界平和の樹立でありますが、奉仕活動により社会に大
きな影響を及ぼし、改善を図るためにはある程度のスケール感のある奉仕活動をする必要がありま
す。そして継続性が要求されます。これが第２の強調事項である所以です。かつて、ポール・ハリス
は、ロータリーの歴史は何度も書き変えられるだろうと言いました。前例がないという言葉ほど、世界
やロータリーの発展を妨げるものはない、とも言いました。今や、第３次の産業革命とも言われ、情
報化、グローバル化の真最中。世の中が大きく変化しつつあります。私たちロータリーもそれに対応
して,勇気を持って、大胆に変革を遂げなくてはなりません。変化が第３の強調事項になりました。ロ
ータリーの発展的継続のための変化であります。
この数年来、RI は未来の夢計画を初めとして、新長期計画、六つの重点分野、広報の重視、新し
い四つの試験的プログラムなど次々と変革を仕掛けてきています。私たちの後を継ぐ世代にどうア
クセスし,ロータリーを語ったらよいでしょう。この度のニューオルリンズ世界大会でもソーシャルネット
ワークを使ったコミュニケーションや広報が活発に取り上げられていました。
今年度の地区の活動テーマを、ロータリーに新風を、とさせていただきました。リスクを恐れず、イ
ノベーションを起こし、行動重視の奉仕活動に邁進いたしましょう。
重点項目として、ストップ・ザ・会員減少、新世代の育成、財団への協力、内なる広報と外への広
報の充実などを掲げました。このうち会員増強については、なんと言ってもクラブの活性化でありま
す。クラブ運営に当たっては、ロータリーの基本を大切にし、ロータリアンが輝いて生き生きとして奉
仕活動している姿、ロータリアンに誇りがよみがえるように努力しましょう。クラブ全員で取りかかれ
る目玉となる奉仕活動プログラムの発見に努めましょう。そして、親睦です。これらを一言でいうと、
クラブの活性化であります。これが出来れば黙っていても会員増強になります。共に奉仕をする仲
間作りであります。新世代やプログラム学友の育成に今まで以上に力を入れましょう。
会長にお願いしたいことは、なんと言ってもクラブの棚卸しです。そして中長期計画です。国際ロ
ータリーのホームページは多くの参考になる資料やアイディアに満ちています。是非、ひも解いて下
さい。その他に RC(ロータリーコーディネーター)や国際ロータリー事務局のクラブ、地区支援担当職
員などはすばらしい力になってくれます。クラブ活性化のために遠慮なくご活用下さい。
三國年度の地区の新しい重点的取り組みは、会員増強の三位一体的取り組み、高卒生就職支
援活動、青少年ボックス新設、大震災復興支援チームによる支援活動、会員満足度調査、地域へ
の広報活動の強化、であります。
今、国際ロータリーでは何が問題になっているのか？国際ロータリーは何処へ行こうとしているの
か？国際ロータリー会長を輩出する第 2770 地区としての誇りと責任を一人一人の胸にエンブレイス
し、日々の奉仕活動と親睦にチャレンジしましょう。

≪ ガバナー補佐

岩﨑 彰様 ≫

社会奉仕・国際交流・青少年交換・前年度の財団への寄付等、各事業に関
してバランスのとれたクラブになっていると思います。今年度、三國ガバナーは
会員増強に力を入れ会員数 2770 名を目標とされておりますので、ご理解の
上これからの増強にご協力をお願いいたします。

ス マ イ ル ＢＯＸ
■岩﨑 彰様（第 3Ｇガバナー補佐）
本日は年に一度のガバナー公式訪問です。し
っかり勉強しましょう。
■村松 秀樹様（大宮南東ＲＣ会長）
三國ガバナー、岩﨑ガバナー補佐、さいたま
欅ＲＣの皆様、本日は公式訪問ありがとうござ
います。昨年に続き今年も合同訪問にしていた
だき大変勉強になります。大宮南東ＲＣはクラ
ブ運営のあり方他勉強させていただきます。本
日はよろしくお願いします。昨日の会長幹事会
のライラ募集の案内で欅ＲＣの三上委員長、大
勢のライラ参加を期待しております
■大橋 令子様（大宮南東ＲＣ幹事）
ガバナー公式訪問です。三國ガバナーようこ
そ！
◆寺沢 良治会員
本日はガバナー公式訪問例会です。第 2770
地区ガバナー 三國明様、お忙しい中ご訪問い
ただきありがとうございます。よろしくご指導
お願いします。
◇井上 博明会員
皆様、こんにちは。本日もよろしくお願いい
たします。三國ガバナー、公式訪問ありがとう
ございます。
◆井上 久雄会員
三國明ガバナー、岩﨑ガバナー補佐、公式訪
問ご苦労様でございます。本日のクラブ協議会
でのご指導よろしくお願いいたします。先日の
社会奉仕プロジェクト大盛況、よかったです
ね。本日もよろしく。
◇内木 滋郎会員
国際ﾛｰﾀﾘｰ 第 2770 地区 三國ガバナーには
公式訪問ありがとうございます。岩﨑第 3Ｇガ
バナー補佐、お世話になります。よろしくご指
導の程お願い申し上げます。また大宮南東ﾛｰﾀﾘ
ｰｸﾗﾌﾞ 村松会長をはじめ皆様、ごいっしょの公
式訪問例会よろしくお願いいたします。
◆片山 金次郎会員
三國明ガバナー、本日はようこそいらっしゃ
いました。今日一日ご指導よろしくお願いいた
します。大宮南東ＲＣの皆様、お久しぶりです。
◇小池 智修会員
一年に一回のガバナー公式訪問、おめでとう
ございます。皆様一生懸命勉強しましょう。一

日よろしくお願いします。
◆沈 輔國会員
本日もよろしくお願いします。
◇住吉 望会員
初、合同公式訪問例会。三國明ガバナーの
お話、とても楽しみです。
◆田中 修会員
三國ガバナー、公式訪問ありがとうござい
ます。ご指導よろしくお願いいたします。
◇陳 麗瓊会員
今日一日いろいろの事について頑張りたい
と思います。皆様、よろしくお願いします。
◆内藤 憲会員
三國ガバナー、本日はご多忙にもかかわら
ず、当会へご足労いただきありがとうござい
ます。また、大宮南東ＲＣの皆様、よろしく
お願いいたします。
◇中村 芳彦会員
三國ガバナー、ようこそお出で下さいまし
た。先日の社会奉仕事業、けやき広場での物
産展へわざわざ来ていただきましてありがと
うございました。本日の卓話楽しみにしてい
ます。よろしくお願いいたします。
◆野原 哲夫会員
本日は、三國ガバナー公式訪問です。ご指
導いただき、クラブの活性化に努めましょう。
都築岬さん、入会待ってます。
◇東野 良彦会員
ガバナーにお越しいただき光栄です。新年
度もエンジン全開のシーズンになりました。
◆本多 正和会員
本日はガバナー公式訪問、よろしくお願い
いたします。
◇三上 等会員
本日は三國ガバナー、岩崎ガバナー補佐公
式訪問よろしくお願いいたします。
10/18 42,000 円

累計

275,000 円

出 席 報 告
月日
10/18

会員総数
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欠席

出席率

22

18

4

81.82％

