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第４７０回 地区部門研修セミナー報告

李 会員

清水 会員
山口 会員
矢部 会員
高田 会員

本日のプログラム ８月２９日（水）
納涼親睦例会
会 長 挨 拶
会長 佐川順一
先日、熊谷市は岐阜県多治見市と並びこれまで
の山形市の最高気温記録を７３年ぶりに破る４
０・９℃という猛烈な暑さとなりました。熊谷市
の職員、商工会の一部ではこの暑さを逆手に取り
熱烈歓迎 の姿勢をとりましたが、マスコミに
は「買った負けたと一喜一憂することよりもお年
寄りや弱者が熱中症で死亡する事例が多い。市が
力を入れるべきなのは熱中症対策の先進性では
ないか！？」と釘を刺すこともわすれませんでし
た。日本だけではなく地球規模で気候の変化が叫
ばれており、文明の発達による環境破壊が益々切
実に迫ってまいりました。個人個人が自覚を持っ
て生活する必要を感じます。ともあれこの暑さに
対して会員皆様、気を抜くことなくお体に気をつ
けていただきたいと思います。今日は６，７，８
月と続きました２５７０地区部門研修セミナー
の報告会でございます。各委員長には時間のない

ところ一人５分程度にまとめてご発表いただく
ことになっております。よろしくお願いいたしま
す。

クラブ増強委員長 李 一孝
平成１９年７月２８日(土)に第１回クラブ奉仕部門
セミナーが埼玉グランドホテル本庄にておこなわれ
ました。
当日は井上広報委員長と行って参りました。
会員増強委員会
行田ロータリー渡辺栄一委員長のお話。２５７０地
区では、昨年度は２０４９名でスタート。今年度は
２０１４名でスタート。クラブの存続、会員増強、
会員保持にはロータリー精神、ロータリー哲学が重
要だというお話でした。
しかし、ロータリー精神、ロータリー哲学といって
も皆さんピンとこないと思います。私なりの解釈を
加えて、ご報告したいと思います。
ロータリークラブに入らない？と勧誘したときに返

ってくる言葉。
｢ロータリークラブって何するんですか？｣
「お金持ちの集まりじゃないの？」大体このような
答が返っててきます。
問題はそれに対するこちらの返答です。
此処が曖昧ですと話が終わってしまいます。
以前もご紹介しましたが神戸の田中武パストガバナ
ー。
（阪神大震災の後にガバナーをされた方です。眼科
医で自分の自宅、診療所も被害を受けた中でガバナ
ーをされました。
ロータリーに人生をかけた方です。
２５７０地区の会長エレクトセミナーにいらした方
です。
）
その方が「ロータリークラブは人生哲学を学ぶ場所
だ。
」とおっしゃっています。そういったニュアンス
のことを勧誘の時にお話されてはいかがでしょう
か？
人間的なレベルが高まることに、喜びを感じる人は
多いはずです。
例会への出席、ロータリー活動を通じてロータリー
の精神、ロータリーの哲学を学ぶこと、いろいろな
ことを先輩ロータリアンから学ぶことが、人生哲学
を学ぶことに通じる。結果、人間性を高めることと
なるわけであります。
人間性を高めることが、事業の成功につながり、自
らの幸福につながる。
さて昔と違い、この情報化社会です。
人生哲学を学ぶ場所はたくさんあります。
いろいろな高額な経営セミナーや生き方セミナーが
たくさん開催されてます。
どれも内容は素晴らしいでしょう。何もロータリー
に入らなくても勉強できます。しかし、セミナーを
受けて一人で実践するのは大変です。
志を同じくする仲間がいれば精神的に強くなれます。
ロータリーはその意味で素晴らしいと思います。
ロータリークラブを人生哲学を学ぶセミナーと考え
れば、会費はセミナー受講料となり、それほど高い
ものではなくなります。
もし会員に「俺はもう悟った、人生哲学を学ぶ必要
はない」という方がいらしたら、大変素晴らしいこ
とです。是非、導いていただく導師として教えを請
いたいです。
本庄ロータリーの加藤玄静様（この方はお寺の住職
をされているそうです）
がこのクラブ奉仕部門セミナーの趣旨説明で「けち
んぼー」
のお話をされました。
住職をやって４１年、
お釈迦様が強調していること学んできました。
世の中で一番けちなこと。自分が生まれてきて得た
知識、教養、経験を人に伝えないこと。これが釈尊
の言う「けちんぼー」だそうです。クラブの中で会

員が常に学び、その知識、経験を共有すれば、会員
皆さんの大きな財産になります。人生を悟るために
前進できます。次元の高い人生哲学を学べると思い
ます。
増強増強と数を増やすことに気を使って友人、知人
を勧誘する前に、
ロータリークラブの目的を今一度、
認識を深め、それに基づいたクラブ運営をしていく
ことが重要だと思います。結局それが質の高い増強
につながります。
これこそ今年度の石川ガバナーの意思だと思います。
質の高い会員に入会してもらってくださいとガバナ
ー訪問でも言っておられました。新しく入会した人
が、入会して良かったという雰囲気のクラブにする
ことも大切です。我々のクラブの中でそのような雰
囲気づくりをすることが会員増強につながると思い
ます。
熊谷南ロータリークラブが人生哲学を学ぶ良い道場
ということになれば、誘わなくても入会する人がい
るかもしれません。これが理想的な会員増強でしょ
う。クラブの内部の努力、そしてうまく勧誘するこ
と。
クラブがなくなるということは、学ぶための道場が
なくなるということで、
皆さんきっと困ると思います。みんなで増強にがん
ばりましょう。

第１回クラブ奉仕部門セミナーについて
クラブ会報委員会委員長 広報、ロータリー情報委
員会代理 井上哲孝
本年７月２８日(土)本庄市「埼玉グランドホテル
本庄」にて開催された「第１回クラブ奉仕部門セミ
ナー」クラブ会報委員会委員長として、又ロータリ
ー情報、広報委員会代理として参加出席しましたこ
とについて話します。
今回の議題は「ロータリークラブの在り方、広報
の仕方」について議論しました。
『
「ロータリークラ
ブって何ですか？」
「何をしている団体ですか？」と
いう率直な疑問として一般市民（ＲＣとは縁のない
方々）から、又時として中にはご家族から言われる
ｋと場に対して、ロータリークラブ会員の皆様は何
と答えていますか？』が主な議論となりました。残
念ながら参加された第２５７０地区各ロータリーク
ラブ会員の方々からはその疑問に対し、的確なる回
答はありませんでした。
今後、ロータリーの会員の増強（減らさないも含
めて…）のためにも、積極的な広報活動が必要なの
ではないでしょうか？すなわち「会費を集め、その

中から各ロータリークラブで慈善活動に寄付をす
る」という活動プラスそれと積極的に広報（プレス
リリース）するのが必要となるでしょう。
「ロータリ
ークラブはこんな活動をしています」をＰＲするこ
とでロータリー活動について一定の理解が頂ければ、
ロータリークラブに参加してみようと考える方も増
え、会員の増強につながっていくのではないでしょ
うか。
「プレスリリース」については、当クラブでも「桜
の植樹やムサシトミヨの保護活動」の際には熊谷Ｃ
ＴＶ等の取材対象になりましたが、今後はより一層
の必要性を感じました。

z

7 月 21 日(土)、代理にて午後 2 時東松山市の紫雲
閣に於いて２００７〜０８年度第２５７０地区国際
奉仕部門セミナーが開催され、佐川会長と共に参加
致しました。
セミナーの目的は、今年度国際奉仕委員会活動の
理解と、日豪青年相互委員会と世界社会奉仕委員会
の年間活動計画内容の理解と普及ということであり
ました。
まず日豪青年相互派遣団員募集についてお話があ
りました。もちろん訪問先はオーストラリアで、２
００８年３月８日(土)〜３月２２日(土)の１５日間
で、参加費用は１人１５万円(渡航費、滞在費)、但
しパスポート取得費党は個人負担です。募集人数１
２名(先着順)、資格は１８歳〜３０歳までの男女で、
各ロータリークラブの推薦の方で、応募締め切りは
９月末日となっております。当クラブ会員でご希望
のある方は是非お申し込み下さい。
次に世界社会奉仕の活動について発表があり、①
ネパール結核撲滅支援 ②フィリピン深井戸建設資
金の支援 ③タイ第３３４０地区へ自転車の寄贈
④地雷除去資金の支援 ⑤世界寺子屋運動 ⑥ミャ
ンマー寺子屋支援について 詳しく説明がありまし
た。
次に狭山中央ＲＣの前年度ネパール訪問のＶＴＲ
記録の観賞があり、この辺では想像もつかない山奥
で山羊の放牧と僅かな農耕で生活する村へ学校の校
舎を寄贈したロータリークラブの会員が村民から大
歓迎を受け、その実生活を撮影したものを見させて
頂き、大変感動致しました。世界には沢山の貧困と
病に苦しむ人々がいることを自覚し、僅かでもロー
タリアンが協力して救済の輪を広げていく必要性を
実感させられました。
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例会日 ８月２２日
会員数
３３
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５５％

ニ コ ニ コ BOX
棚澤正行 委員長

佐川順一会長・加藤公一幹事
本日、御発表予定の会員、よろしくお願い致しま
す。暑さに負けずがんばりましょう。今日も救急
車で幾人か運ばれてます。知ってますか？(ロータ
リーに)熱中しよう(症)！という病ですヨ。
島﨑次弘会員
祝！熊谷日本一！！どうせ暑いなら０,１度差で
２位とかにならなくて良かったですね。こうなっ
たらやけっぱちでも何でもお祝いしましょう。そ
して、みんなで早く引越ししよう。
吉田博三会員
みなさん!!こんばんは!!吉田です。先週は、 すっ
かり ＲＣがある事を忘れてしまいました。これ
も暑さのせい？かもしれません。今日はちゃんと
来ました。宜しくお願いします。
山口茂会員
暑いですね。今日は、国体強化練習で選手達も暑
さで成績悪かったです。佐川会長、スリムになり
ましたね。
李一孝会員
休みがちで申し訳ありません。本日もこれから、
別の会合で早退します。最近、改めてロータリー
は素晴らしいと感じております。来週の伊香保は
楽しみにしております。
渡邊藤男会員
お盆も終わり、皆様にはいかがお過ごしでしょう
か。まだまだ暑いですが、がんばりましょう。
高田直樹会員
皆さん今晩は。前回の例会の時は仙台、青森、札
幌、帯広と地方巡業に行ってきました。仙台の七
夕、青森のねぶたと東北は祭り一色で楽しい仕事
でしたが、
帰りの帯広からの飛行機が欠航となり、
例会に出られませんでした……。と言う事で明日
は帯広に帰り出張です。
萎沢利行会員

国際奉仕部門セミナーの発表で、ロータリー財団
清水武委員長、米山記念奨学矢部喜明委員長にお
世話になります。宜しくお願いします。
清水武会員
残暑が大変厳しいですね。体調には気をつけまし
ょう。熱中症にならないように。
岡部俊之会員
ホテルの工事も２階の大宴会場のリニューアルが
終了し、いよいよ本番。１階のロビー回りに移り
ます。今年いっぱいかかりますけれども、頑張り
ます。
もう少々御迷惑おかけしますけどよろしく。
井上哲孝会員
暑すぎるぞ熊谷!! 市内に入ってくると本当に
暑いですね!!事務局に清水さんが ビール飲みた
いなあ(かき氷食べたいって言いましたｂｙ清
水) と言ってましたので、誰か連れて行ってあげ
て下さい。
橋本代吉会員
本日は皆様お元気ですか。夏ばてのことと思いま
す。熊谷も毎日雨がなく、暑い日が続いてます。
クラブも久し振りです。佐川年度も走り出しまし
たが、よろしくお願いします。
棚澤正行会員
暑いですね〜先日市長の卓話に出た「茲げん」で
「雪くま」食べてきました。うまかったです。４
０,９℃の日に食べてたらＴＶロケ来てましたが
写してもらえずカット残念！
[奥様誕生]
川野辺繁会員
妻に美しい花をありがとうございます。大変に喜
んでおりました。ありがとうご座居ます。

熊谷南ロータリークラブ
クラブ会報委員会 井上哲孝・川岸勝・渡邊藤男
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E‑mail: ksr@ps.ksky.ne.jp

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

