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島﨑年度初めての親睦例会です！親睦委員島﨑年度初めての親睦例会です！親睦委員島﨑年度初めての親睦例会です！親睦委員島﨑年度初めての親睦例会です！親睦委員長はじめ委員長はじめ委員長はじめ委員長はじめ委員の方々の方々の方々の方々お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 

 
三度目の例会、余裕三度目の例会、余裕三度目の例会、余裕三度目の例会、余裕が出て来ました。が出て来ました。が出て来ました。が出て来ました。 

 

 
 

   会長 島﨑 次弘 

 報告事項 
７月 16 日（土）地区クラブ奉仕部門、広報・記

録委員会の第１回セミナー 会長と石井委員長が出

席、内容は石井委員長から発表。 
7月23日（土）地区社会奉仕部門、第１回セミナ

ー 会長と渡邊副委員長が出席、内容は渡邊副委員

長から発表。 
今月 15日（金）に行田市のアイトピアで第 1回

会長幹事会が開催されました。第5グループ鈴木ガ

バナー補佐年度の第1回目で、鈴木ガバナー補佐か

ら今年度の会長・幹事会の進め方と方針が示されま

した。そして今年度の地区研修リーダー加藤玄静直

前ガバナーの卓話がありました。 
加藤地区研修リーダーのお話で特に耳に残りまし

たのは、新入会員に対する接し方のところでした。

ロータリーにも毎年新しく入会する人はたくさんい

るのですがそれと同じかそれ以上の人が退会してし

まうので結局会員数は増えていかない。特に入会４

～５年で辞めていく人が多い。誘われて入会したの

はいいが、外から見ていたのと中に入ってみると違

う。つまり外から見ていたイメージと実際に入って

みたらギャップを感じてしまう。ロータリーの事を

知りたいのにちゃんと教えてくれない。良く分から

ないうちに役を押し付けられて嫌になってしまう。

それでロータリーのことが分からないままで辞めて

いく人が多い、ということでした。誠に耳の痛い話

で、うちのクラブにも当てはまるな、と思うところ

も多々ありました。 
 うちのクラブの新入会員の方も入会して少し慣れ

てきて、疑問に思うこと、矛盾を感じることも出て

きているのではないかと思います。ただ分かって頂

きたいのは、言葉や口で言って何でも理解できるも

のではないということです。役を割り当てられて、

それをこなそうと自ら積極的に取り組むことによっ

て身につくことも多いのではないかと思います。私

の場合もそうでした。といっても1人で学べるもの

ではありませんので先輩の助言は必要不可欠です。

なかなか自分からは聞きづらいということもあると

思います。先輩の会員の方はスポンサーでなくても

積極的に新入会員に声をかけてやって下さい。私た

Ｎｏ．３ 

 

本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム    ８８８８月月月月３３３３日（水）日（水）日（水）日（水） 
親睦例会親睦例会親睦例会親睦例会 

会 長 挨 拶会 長 挨 拶会 長 挨 拶会 長 挨 拶



ち先輩もロータリーのことがすべて分かっている訳

ではありませんので、中にはすぐには答えられない

こともあるかも知れません。その時は、一緒に勉強

する、そういう姿勢も必要なのではないかと思いま

す。 
 ロータリーには、いくつかの基本的な部分の義務

はありますが、多くの目標としていることは強制で

はありません。その意味では緩やかな集まりである

と言えるかもしれません。目的を達成するのは、個

人個人とクラブの取り組み方と意欲に任されていま

す。 
 あるパスト会長は「ロータリーは人生の修行の場」

だと言いました。また、別のパスト会長は「ロータ

リーは大人の憩いの場」だともいいました。私はど

ちらも正しいのではないかと思います。ロータリー

の様々な取り組みを理解し、共鳴して積極的に取り

組むことによってロータリアンとしての高みを目指

す方もいれば、様々な違う職業人が集うという他の

団体にはない特徴を利用して、これまで持ち得なか

った人脈作りとその仲間たちとの親睦を楽しむこと

も素晴らしいことだと思います。皆さんも少しゆっ

くり腰を落ち着けて、ロータリーの中で自分の価値

観を作っていって欲しいと思います。 
 
 
                                                                                                                    

 
 
   幹事 奥田 尚幸 
 
１． ガバナー補佐より 
 ＊第 5 グループ会長幹事会報告及び地区

 からのご連絡 
２．財）ロータリー米山記念奨学会より 
 ＊理事会緊急決議と寄付増進のお願い 
３．協同組合熊谷流通センターより 
 ＊理事長退任と新役員選任のご挨拶状 
４．熊谷東RCより 
 ＊会報 
５．行田RC・羽生RC・吹上RC・熊谷籠原RCよ   

り 
 ＊年度計画書 
     
      以上が届いております。 
 
 
 
 

 
 

クラブ奉仕部門クラブ奉仕部門クラブ奉仕部門クラブ奉仕部門(広報広報広報広報)第一回セミナーに第一回セミナーに第一回セミナーに第一回セミナーに 

    参加して参加して参加して参加して 
会報・広報委員長会報・広報委員長会報・広報委員長会報・広報委員長        石井一則石井一則石井一則石井一則 

 
 去る7月16日(土曜日)嵐山町の婦人会館にて２５

７０地区クラブ奉仕部門(広報)第１回セミナーが開

催されました。 
当クラブからは島崎会長・地区クラブ奉仕部門山口

委員長、広報・会報委員の私計 3 名出席しました、

暑い中お疲れ様でした。地区からも立原ガバナー初

め大勢の役員の方達が出席していました。 
 
☆セミナーの内容は、ロータリーになぜ広報が必要

か？☆ 
 認知度の向上をはかり公共のイメージアップそし

て会員増強につなげる為、発表者を決めて、ＲＬＩ

(グループ討議)でおこないました。 
 プレスリリースの案件を幾つか討議して、どの様

にロータリーをＰＲしていくか 
       その他ロータリークラブはＰＲの仕方劣ってい

ると か、自己満足的な所が多いので地方自治

体と一緒に行事を行う等様々な意見が出まし

た。限られた、予算と時間の中で効率よくＰＲ

するのは、まだかなりの勉強が必要だと実感し

ました。 
 

  最後にロータリークラブに何故ＰＲが必要か、  

これはＰＲ活動により、すそ野を広げ未来の会

員増強に無くてはならない事と思います。 
 

平成23年7月27日 
 

 
 

社会奉仕部門セミナー報告社会奉仕部門セミナー報告社会奉仕部門セミナー報告社会奉仕部門セミナー報告 
 

 職業奉仕・社会奉仕職業奉仕・社会奉仕職業奉仕・社会奉仕職業奉仕・社会奉仕    副委員長副委員長副委員長副委員長    渡邊藤男渡邊藤男渡邊藤男渡邊藤男 

 
先日７月２３日に行われた、社会奉仕部門セミナー、

についての報告 
 
卓話者として、rid,2520  2009-10ガバナー笹氣光

歳様の卓話が有りました。 
テーマは ロータリーとしての救援活動 
 
☆ 会員・クラブの安否状況の確認（５月１１日現

在） 
被災した沿岸クラブ２６ 死亡会員１３ 行

方不明４ 会員自宅全壊１３６ 

幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告

委 員 会 報 告委 員 会 報 告委 員 会 報 告委 員 会 報 告



半壊３３１ 会社全壊２０４ 半壊３９７ 
災害支援として 
  １ 被災クラブ２６に対する当面の資金援助 

１クラブ １００万円 
  ２  会 員 の 死 亡 に 対 す る 慶 弔 金       

１人   ５０万円 
☆ シエルターボックスの配布 
３００個を被災地に配った、そうです、役場の

職員にお願いしたが、全然、動いてくれずとの

事、各国のロータリアンが、活発に動いてくれ

た、そうです。 
 

 
� 出 席 報 告 

  
例会日 ７月２７日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２７  １７  ９ １ ６７％ 

 
 
� ニコニコ BOX 

島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事 

サッカーのなでしこジャパンが見事ワールドカ

ップで優勝しました。私もずっとテレビに釘付け

でした。あのひたむきさと最後まであきらめない

精神力には脱帽です。意気地のない男が増える一

方で女性は元気ですね。今は本当に女性の時代だ

と思います。私も 10 回生まれ変われるなら、9
回は女に生まれたいです。男は1回きりでいいで

すよ。まったく”男はつらいよ“です。さて、今

日は初めての親睦例会です。親睦委員会の皆さん

よろしくお願いします。 
山口茂会員 

 先日の 2570 地区セミナー出席ありがとうござい

ました。スポーツで関東地区国体予選会出席の為

に例会出席出来ませんが、よろしくお願い致しま

す。 
棚澤正行会員 

 や～やっとうちわ祭り終わった～！涼しくてよか

ったです。滅多に行かない ACE は休みだったけ

ど、楽しい祭りでした。 
岡本庄一郎会員 

 うちわ祭りも大盛況の内に終了致しました。最終

日の 22 日の年番送りも、弥生区より荒川区へ年

番札が渡され、無事儀式も終わり、いよいよ来年

度の担当として忙しくなります。行事も重なる事

もあると思いますが、宜しくお願い致します。 
渡邊藤男会員 

 本日は親睦例会、中島委員長宜しくお願い致しま

す。 
塚越尚之会員 

 お祭り楽しかったです。誕生月の皆さんおめでと

うございます。本日は、欠席で申し訳ありません。 
中島勉会員 

 昨日、晩酌した後に娘と散歩に出掛けたら、穴の

位置が一つずれて居たため脱走されてしまい散々

でした。きをつけよう 車の運転 犬の散歩 
[会員誕生] 
植竹知子会員 

 
♡誕生日記念にクールビズ用のバッジをプレゼント♡ 

 

 誕生日を祝っていただきありがとうございます。

自分の誕生日に、3000 円支払うのは、どうして

か？不思議ですが、決まりの様ですので、ニコニ

コ会員誕生を出します。誰か改善して下さい！ 
[奥様誕生] 
中島勉会員 

 妻に美しい花をありがとうございます。 
 
 

 

 熊谷うちわ祭も盛り上がり 

最後に上林 寛大総代より年番札を受け挨拶する、

岡本 庄一郎次年度大総代   

 

 

 

 

熊谷南ロータリ熊谷南ロータリ熊谷南ロータリ熊谷南ロータリークラブークラブークラブークラブ 

会報・広報（IT）委員会 石井一則・塚越尚之 
          小野寺弘行 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com 


