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第６１０回
６１０回例会 会報

ガバナー補佐訪問
澤田將信会員を
澤田將信会員を当クラブ二人目の地区ガバナー補佐として
会員を当クラブ二人目の地区ガバナー補佐として推挙
当クラブ二人目の地区ガバナー補佐として推挙、就任
推挙、就任して以来
、就任して以来足掛け
して以来足掛け 3 ヶ月、これまでに
ヶ月、これまでに
地区内６クラブの訪問
訪問を終えました。そして本日、当
地区内６クラブの
訪問を終えました。そして本日、当熊谷南
を終えました。そして本日、当熊谷南 R クラブに G 補佐来訪の日を迎えました
補佐来訪の日を迎えました。
来訪の日を迎えました。
本日の補佐訪問、
来週のガバナー公式訪問さらに来年２月の
いよいよ佳境に入りました。
来週のガバナー公式訪問さらに来年２月の IM 開催ホストとして、
いよいよ佳境に入りました。

IM 実行委員長として、また、地区増強
実行委員長として、また、地区増強委員長として
増強委員長として
澤田 G 補佐を激励、さらに IM の成功に向け、
の成功に向け、会員の
意識向上のために気合いを入れる山口茂会員

会

長

挨

拶

G 補佐として各
補佐として各クラブ訪問に多忙な澤田將信
クラブ訪問に多忙な澤田將信会員。
將信会員。
これまでの経過報告とともに粛々と感銘深い講話を
これまでの経過報告とともに粛々と感銘深い講話を
披露してくれました。

本日のプログラム １０月
１０月６日（水）
ガバナー公式訪問

会長 高田 直樹
いよいよロータリーの年間活動計画の中でもメイ
ンプログラムと言えるガバナー補佐訪問、そして来
週のガバナー公式訪問の時期が参りました。先程ガ
バナー補佐による書類の閲覧無事終了しました。ク
ラブでは澤田副会長ですが、今日はガバナー補佐と
してのご来訪、誠にありがとうございます。ガバナ
ー補佐訪問として多くのクラブを廻っておられます
ので、その感想等含めて、今日はご指導宜しくお願
い申し上げます。

また来週はガバナー公式訪問となりますが、今年度
の公式訪問はいつもと違った緊張感があるように思
います。やはりそれはガバナー補佐選出のクラブと
して、特別の考えがございます。ただ、いつもと同
じ様に例会、又、クラブ協議会を開催すればよいの
ではないかと思っておりますが、ただ一つ、出来る
だけ多くの会員の皆様に出席をいただきガバナー及
びガバナー補佐を歓迎していただきたいと思ってお
ります。

幹

事

報

告

幹事 植竹 知子
１、
＊
＊
＊
＊
＊
＊
２、
＊
３、
＊
４、
＊

地区より
10 月のロータリーレート 1 ドル＝86 円
新しい表彰プログラムについて「クラブ・
ビルダー賞」
米山奨学会より、奨学金延長申請について
第 2 回会員増強セミナー開催のご案内
2011 年国際ロータリー年次大会のご案内
学友会ニュース第 144 号
ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま１２７
熊谷市コミュニティづくり市民協議会より
秋の５３０運動について（お願い）
熊谷暴力排除推進協議会・熊谷防犯協会よ
り
第 16 回熊谷警察署管内地域安全・暴力排
除推進大会へのご参加について（依頼）
以上が届いております。

澤田將信ガバナー補佐卓話
皆さんこんにちは。
熊谷南クラブ所属の澤田です。
本日は第 5 グループガバナー補佐訪問として参りま
した。また、ニコニコボックスには大変多くの歓迎
のお言葉を頂き誠に有難う御座います。
「国際ロータリーのテーマ 地域を育み、大陸をつ
なぐ」 レイ、クリンギンスミス会長は、ロータリ
アン以外の人々にロータリーの目的を説明すること、
ロータリアンにロータリーの原則の重要性を再認識
してもらうことを今年度のテーマにしております。
国際ロータリー第2570地区西川武重郎ガバナーは、
幸せな未来を創るために、利他の心で行動しよう
を、今年度のテーマに掲げております。
私は、第 5 グループガバナー補佐として、各クラ
ブに効果的にプログラムをいかに支援、援助できる
かがガバナー補佐としての役割です。第 5 グループ
10 クラブを年度中に 4～6 回訪問することになって
いますが、本来担当するガバナー補佐が受け持つク
ラブは 4 クラブ～6 クラブです。ちょっと大変です
が皆さんのご理解とご協力を頂きながら頑張って行
きたいと思います。
会長幹事研修会、会長幹事会も実施し、研修委員
会からロータリー情報として大変勉強になりました。
今年度も会員増強に重点を置いています。過去 5 年

間の増強変化で第 5 グループ内で熊谷クラブさんだ
けが 8 名増です。羽生クラブ、加須クラブが同じで
あとのクラブは 6～12 名の減です。大変会員数が減
っているのが現実です。各クラブさんも入会の努力
はしていると思いますが目標をクリアするよう頑張
って下さい。
クラブ研修リーダーの役割についてお話をします。
前年度も入会 3 年未満の会員の方に研修会を実施し
ました。今年度は各クラブにクラブ研修リーダーを
設けました。
クラブの研修計画（担当クラブ研修リーダー）に
は、以下の点を盛り込むようにします。
１． クラブ指導者（会長、副会長、幹事、各委員長
等）が地区研修会合に出席することを要請する。
２． 新会員のための一貫したオリエンテーション
を定期的に実施する。
３． 現会員のために継続的教育の機会を提供する。
４． 全会員が指導力育成プログラムを受けられる
ようにする。
具体的なお話はセミナーで地区研修委員からクラブ
研修リーダーにご説明が御座います。
ガバナー補佐としての卓話、私が実際に経験した
ことをお話して結とさせて頂きます。しばらく前で
すが熊谷農業高校の生徒 1 年生と担任先生が研修に
私のお店に来られました。女生徒に「学校は楽しい
かい。
」
・・・沈黙、すると女生徒は、
「学校はつまら
ないこんな学校とは思わなかった、辞めたいです」
。
先生はビックリ、
「何を言ってるの聞いてない。
」私
は女生徒に、
「本当に学校が楽しくないの、辞めたい
の。
」生徒は「辞めたいです。
」私は「早く学校を辞
めた方がいいよ、そんなに楽しくないとか、つまら
ないとかなら、早くやめな。
」と言いました。
「でも
ね、学校で何か楽しいことあるでしょ、私はね学校
で一番楽しかったのはお昼を食べることだったよ。
お弁当の時間楽しくないの。
」生徒は「楽しいです。
」
と始めて言った。
「それでいいんだよ、学校はね弁当
を食べに行けばいいよ。そのうちに楽しいことが見
つかるよ。自分で選んだ学校でしょ、あまり深く考
えないで楽しく生きようよ。
」
それから 2 年半過ぎたころお店にあの時の女生徒が
訪ねてきた。私は留守で、電話で話を聞いた。
「大変
お世話になりました。無事に学校を卒業できること
になりました。卒業後は自分で選んだ大学に進むこ
とになりました。本当に有難う御座いました。
」と、
お礼のご挨拶でした。自分もビックリし感動しまし
た。女生徒はあの時、自分の心境を聴いてもらいた
かったのかな、でも良かったです。こんな経験をし
ました。
本日はガバナー補佐訪問として卓話の時間もいた
だき有難う御座いました。来週は西川ガバナー公式
訪問ですのでよろしくお願い意申し上げます。

委 員 会 報 告
●

出

席

報

IM 実行委員会より
既述 山口茂 委員長

告

例会日 ９月２９日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
２８
２１
５
２
８２％
お客様：第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐
澤田將信様
●

ニ コ ニ コ BOX
BO X

高田直樹会長
皆さん今晩は。今日は待ちに待ったガバナー補佐
訪問です。澤田ガバナー補佐も今日はクラブの副
会長としてではなくガバナー補佐としてご来訪あ
りがとうございます。本日はご指導宜しくお願い
申し上げます。
植竹知子幹事
9 月は税務調査があったり、プライバシーマーク
の更新調査等あり、目まぐるしかったです。10 月
は秋らしくなるので、少しはゆったり過ごしたい
なあ！
岡部俊之会員
澤田ガバナー補佐大変御苦労様です。今日の卓話
楽しみにしています。
山口茂会員
澤田ガバナー補佐様、本日の卓話楽しみにしてお
ります。
当クラブの御指導よろしくお願いします。
萎沢利行会員
ガバナー補佐澤田將信さん、卓話宜しくお願いし
ます。
佐川順一会員
澤田將信 2570 地区第 5 グループガバナー補佐、
御来訪歓迎いたします。引き続き、来週の公式訪
問も期待します。本日は、お手柔らかにお願いし
ます。

加藤博会員
第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐、澤田將
信様、熊谷南クラブへご来訪いただきありがとう
ございます。ご指導よろしくお願い致します。自
分の在籍するクラブへの訪問、お気持ちはいかが
なものでしょうか。
棚澤正行会員
第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐、澤田將
信様、
ようこそ熊谷南 RC へお越し下さいました。
（遠路はるばる。
）
御指導よろしくお願いします！
島﨑次弘会員
澤田さん、すっかりガバナー補佐が板に付いてま
すます貫禄が付きましたね。たいしたもんだ！も
う白鵬の連勝を止められるのは、澤田さんだけだ
ヨー。
馬場孝会員
第2570 地区第5 グループ澤田將信ガバナー補佐、
本日はご指導の程、よろしくお願い致します。
井上哲孝会員
皆様今晩は!!澤田ガバナー補佐、ようこそ熊谷南
RC へお越し下さいました？（いつもお世話にな
っております。
）今日の卓話、大変楽しみにしてお
ります。宜しくお願いいたします。
新井正一会員
当クラブ選出のガバナー補佐である澤田様、大変
御苦労様です。
親睦委員会（渡邊・中島・奥田・清水・長谷川会員）
澤田ガバナー補佐、本日は卓話宜しくお願いいた
します。親睦委員会一同
[会員誕生]
新井正一会員
誕生日を祝って頂きありがとうございます。
[奥様誕生]
新井正一会員
妻に美しい花をありがとうございます。
熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会 佐川順一・石井一
則
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

http://kumagayahttp://kumagaya-southsouth-rc.com/

