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 第４１３回 バズセッション総集編「これでいいのか 今のロータリー！」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bテーブル 飯塚会長  RC会長に日本人がなれないのはなぜ？寄付金を多く出してるのに財団の不透明な所。 
      馬場会員  会員増強と言うが、会費集め。地域に根ざした RC、地元の環境等をアピールしたほ

うがよいのでは。 
岡部会員  RCの独自性をもっと見直す。出席率等の問題ももっと厳しくしてもいいのでは？ 

         RCをうまくアピールしていかないといけないのでは？ 
   渡邊会員  会員が増える見込みがないのでは？ 
   加藤公会員 ボランティアの精神を理解していないのでは？ 

総括    RC は、会費を取ってもアピールしない。RC の精神がずれている。RC が増えるほ

ど交流がなくなり、情報がなくなる。会員増強というよりも、量より質に変えていく。 

Ｎｏ．４１ 

 

本日のプログラム  ５月２４日（水） 
  次年度担当例会 

最後にコメントを頂いた 

古屋ガバナー補佐 

 

今年度の締めくくりのバズセッションは 
加藤 公一 パスト会長の名司会で進められ、 
メークアップに来て頂いた古屋ガバナー補佐、 
熊谷西ＲＣの山本会長、持田幹事にも参加 
して頂き、各テーブルに分かれて熱の入った 
討論となりました。 



 
C テーブル 熊谷西 RC・山本会長 島﨑幹事よりの組織が多いとの意見だが、西クラブは次年度 37 名(出席免

除7名)だが、ニコニコと出席、プログラムと会報をまとめ、７つにした。また、社会

奉仕として雀幸園を20年以上サポート。その他鱒釣り、施設のお世話10年以上など

ボランティアをしている。 
      島﨑幹事  幹事として執行部をやってみて、会員数の割合からみて部門が多すぎる。こなすのが

浅く広く何をやっているかわからない。各クラブにうちはこれに力を入れてやるとい

う選択権を持たせ、そのクラブの会員が実感できる同じ目標を持てるようにするべき。 
      大野会員  来ている人はそれでよい。維持させれば立派。増強どころではない。 
      高田会員  現状維持が精一杯。増やしても出られない人、名前だけでも良いのか？コミュニケー

ションが取れていれば出られるが、取れていないと出づらくなる。そういう人達では

実質運営できない。 
      富山会員  会員増強を任された中、減少の歯止めをかけるために、親睦中心、IDMその他、出席

を促進することから増強。コミュニケーションがなくてはダメ。 
      棚澤会員  ジリ貧、減る一方。留学生の受け入れも考えもの。 
      総括    増強が望めないなら、組織を小さくして、何をするか、力を入れるポイントを持つべ

き。又そのほうが、コミュニケーションが取れる。 
 
Dテーブル 吉田会員  退会が増えてもこれだという特効薬は難しい。ロータリーの原点をもう一度勉強する。

情報伝達が多様化してきた。時代の変化と共に、例会のあり方も変化している。ロー

タリーの原点に返ることがやはり職業奉仕に力点を置くべきである。 
      李会員   出席が基本。例会の充実。 
      加藤博会員 比較的、JC、ロータリー、PTA 活動を長年やっているが、やはりマンネリ化は逃れ

られない。仕事をしながら続けるのは容易ではないが、忙しい中にロータリーの真実

がわかるのではないか。 
      井上会員  自分自身ロータリークラブの「何か」がよく理解出来ていない。一般の人達から見て、

ロータリーの存在位置を(見出す)具体性も表現もしづらい。この点努力する必要がある。 
      熊谷西 RC・持田幹事 仕事を犠牲にして委員会が多すぎる。結果散漫になりやすい。仕事を続け

ながら活動を続けるのもロータリーの魅力でもある。 
 
総 評 ： 加藤公一パスト会長  

皆さんからお話の出た様々な問題は、「ロータリー（の名前だけ）がほしいのか、ロータリーの 
精神がほしいのか？という意識の問題なのだと思う。 
ロータリーが何をしてくれるかではなく、我々がロータリーとどう関わり、どういうロータリ

ーを作っていくかという方向に変えていくべきだ。 
 
コメント ： 古屋ガバナー補佐 
        今のロータリーは青少年交換学生などの国際奉仕やロータリー財団、米山奨学などが目立って

いるが、基本は社会奉仕と職業奉仕にある。 ひとりで出来ないことをみんなで集まってやる

のがロータリーの奉仕活動の原点。 
        委員会が多すぎることで活動が希薄になっていることも確かだ。 いくら会員増強を叫んでも

現状維持がやっとの状態で実際は減少しているクラブも多いと言う今のロータリーの実情では 
        あれもこれもと手を広げすぎても何をやっているのかわからなくなってしまうし、効果も薄い

ものになってしまう。個々のクラブでやりたい事を的を絞って取り組むことだ。委員会を統合

して数を減らし、掛け持ちを少なくして負担を軽くするのも友好な手段と思う。私の所属して

いる熊谷西クラブでは今年度にすでに実施している。 
        活動の低迷の原因のひとつに長期欠席者の問題がある。やむを得ぬ事情で出られぬ人もいるが

ほとんど出てこないのでは会員資格を見直すべき。どこのクラブでもスタートして何年かする

と同じ悩みに直面している。同じ道を通った経験者としてアドバイスするなら、思い切って改

革してたとえ数が少なくなっても残った会員が意識を高めて出直した方が良い。 

 



 
 

 
会長  飯塚 幸一 

 
皆さん今晩は、今日の例会はバズセッション「これ

でいいのかロータリークラブ」大変過激なテーマと

成っていますが、普段皆さんが感じている事を多い

に討論して頂きたいと思います。今日は御客様とし

て古屋ガバナー補佐・そして熊谷西ロータリークラ

ブの山本会長・持田幹事さんがお見えになっており

ます。ようこそお越しくださいました。 
歓迎申し上げます。後で御挨拶を頂きたいと思いま

すので、宜しく御願い申し上げます。 
私もそうですが、後一ヶ月半で御役ごめんに成りま

す、古屋ガバナー補佐・山本会長・持田幹事も何と

無くすがすがしい御顔をされていますが、大変御苦

労様で御座いました。 
本日は出来ましたらバズに御参加頂き御指導の程御

願い申し上げます。 
１２日帰国されたロンパスト会長御夫妻が無事アッ

パーヤラに着いたと吉田会員より報告が御座いまし

た。詳しいことは吉田会員より御報告を頂きたいと

思います。よろしく御願い致します。又ロンパスト

会長御夫妻の滞在中御世話いただいたメンバーには

心より御礼申し上げます。有難う御座いました。 
会長報告として１６日午後三時より東松山文化セン

ターにて地区職業奉仕委員会の会合に参加して参り

ました。行ってから気がついたことですが、次年度

会長と職業奉仕委員長の出席すべき会合でした。勘

違いで山口エレクトには大変申し訳ありませんでし

た。 
報告させていただきます。埼玉県の方針として本年

度より「埼玉の子ども７０万人体験活動」の中で高

校生を対象としたプログラム「フレッシュ高校生社

会体験プログラム」が御座いますが、第五グループ

は妻沼高校が対象に選ばれ生徒の受け入れ協力企業

を各クラブからリストアップして五月中に提出して

いただきたいとの御願いで御座いました。 
当地区では文部省の推進プロジェクト「キャリア教

育実践プロジェクト事業」が中学生を対象とした事

業が同時期に進んでおり難しいとの意見を述べて参

りました。 
以上報告を終わります。 
                                                      

 
 

幹事 島崎 次弘 

 
１． RIロータリー財団管理委員会、 

フランクリンＪデブリン委員長より 

＊ ロータリー財団への今年度の寄付目標の

達成とさらなる個人的な寄付の奨励のお

願い 

２． 地区職業奉仕部門委員長より 

＊ 今年度委員会活動の照会と活動記録の報

告について 

３． 地区事務所より 

＊ 「友」インターネット速報№２３３ 

４． 古屋ガバナー補佐より 

＊ 第5グループ第6回(最終)会長・幹事会の

ご案内 

５． 行田さくらRCより 

＊ 創立30周年記念式典へ出席のお礼 

６． 熊谷市コミュニティーづくり市民協議会よ

り 

＊ 平成18年度定期総会の開催について 

                   

以上が届いております。 

 
 
 
 

 出 席 報 告 
 
例会日 ５月１７日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９ １５ １９ ５ ５１％ 
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第5 グループガバナー補佐・古屋一生様 

 御久し振りです。本日、御世話になります。又、

私共、山本会長、持田幹事共々、御世話になりま

す。 
ＩＭは、皆様のおかげにて、大成功でした。今後

共よろしくお願い申し上げます。 
熊谷西ＲＣ会長・山本幸雄様 
 飯塚会長さん島﨑幹事さん本日は、メーキャップ

に参りましたので宜しくお願いします。 
 高田社長本日はメーキャップに来ました。よろし

くお願いします。 
熊谷西ＲＣ幹事・持田武彦様 
 本日は、古屋ガバナー補佐、山本会長ともどもお

世話になります。飯塚会長、島﨑幹事、会員の皆

様、宜しくお願いします。 
飯塚幸一会長 
 古屋ガバナー補佐、熊谷西ＲＣ山本会長、持田幹

事ようこそ、熊谷南ＲＣへ。大歓迎申し上げます。

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



互いに後1ヶ月半頑張りましょう。 
島﨑次弘幹事 
 第5グループガバナー補佐・古屋一生様、熊谷西

ＲＣ・山本会長、持田幹事、メークアップへよう

こそ。今日はプログラムのめぐり合わせで皆様を

お迎えするのに最もふさわしいテーマの例会とな

りました。一緒にテーブルについて頂き、ご指導

よろしくお願い致します。 
吉田博三会員 
 姉妹クラブアッパーヤラのオーマンご夫妻のホス

トの為に皆様には大変ご親切なご配慮をいただき

心から感謝申しあげます。 
本日は古屋ガバナー補佐並びに西クラブ山本会長、

持田幹事、よくおこしいただきました。ごゆっく

りお楽しみ下さい。 
加藤公一会員 
 西クラブのお三方ようこそ。過日は良い例会にお

じゃまさせていただき有り難うございました。行

田の井上様のコンサートにも行けました。有り難

うございました。 
富山弘文会員 
 古屋ガバナー補佐、熊谷西ＲＣ山本会長、持田幹

事、ようこそ南クラブへ。本日は、南クラブの今

後を占うバズセッションです。よろしくご指導お

願いします。 
高田直樹会員 
 西ロータリーの古屋ガバナー補佐様、山本会長様、

持田幹事様ようこそ南ロータリーへおいで下さい

ました。  
加藤博会員 
 本日は、古屋ガバナー補佐様、そして西クラブの

山本会長様、持田幹事様、ようこそ当クラブにご

来訪いただきありがとうございます。よろしくご

指導お願い致します。 
馬場孝会員 
 古屋ガバナー補佐、山本会長、持田幹事、ようこ

そ南クラブへ。歓迎申し上げます。 
先日の6クラブ合同ゴルフ大会におきまして我が

クラブが団体戦2位となりました。参加されまし

たゴルフ部の皆様ありがとうございました。 
井上哲孝会員 
 井上です。古屋ガバナー補佐、熊谷西ロータリー

クラブ会長山本様、幹事持田様、ようこそ南ロー

タリークラブへお越し下さいました。御指導の方、

宜しくお願い申し上げます。 
大野英夫会員 
 ＳＡＡの大野です。本日はガバナー補佐古屋様、

西ロータリー会長山本様、幹事持田様、ようこそ

南ロータリーへ。御指導よろしくお願い致します。 
渡邊藤男会員 
 熊谷西ＲＣ古屋ガバナー補佐、会長、幹事様、よ

うこそ南ＲＣへ。 

棚澤正行会員 
 本日は、古屋ガバナー補佐、西クラブ山本会長、

持田幹事ようこそ南クラブへお越し下さいました。

バズセッション御指導よろしくお願いします。あ

と少しですね！がんばって下さい。 
 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 佐川順一・大野英夫・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


