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第６５１回
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ガバナー公式訪問
ガバナー公式訪問クラブ
公式訪問クラブ協議会
クラブ協議会の
協議会の模擬演習を
模擬演習を行い各委員会の
各委員会の代表が
代表が熱心に
熱心に
発表や
発表や経過報告が
経過報告が行われました。
われました。
島﨑年度最大の
島﨑年度最大の山場です
山場です、
です、会員皆で
会員皆で盛り上げて成功
げて成功させましょう
成功させましょう！
させましょう！
本日の
本日のプログラム ９月２８日
２８日（水）
ガバナー補佐訪問
ガバナー
補佐訪問

会

長

挨

拶

会長 島﨑 次弘

皆さん今晩は。今日は台風 15 号とバッチリタイ
ミングが合ってしまって、こんな悪天候の中を例会
場まで足を運んでくれて有難うございます。皆様の
熱意にあらためて感謝申し上げます。
来週は「ガバナー補佐訪問」があり、次の週が「ガ
バナー公式訪問」
になります。
ガバナー公式訪問は、
ガバナーから直接お話を聞き、ガバナーがＲＩ会長
のテーマにのっとり、ガバナーメッセージで示した
ように、今のロータリーには何が重要なのか、また
ロータリーが今どんな問題に直面しているかを知る
チャンスでもあり、また逆に私たちのクラブが今直

面している問題を相談して、解決策を得るために指
導を求めるいい機会でもあります。
また、公式訪問は、ガバナーはただ友好・親善で
来る訳ではなく、ガバナーにとっても公式訪問はＲ
Ｉから義務付けられている重要な公務です。ですか
ら各クラブの活動計画書も熟読してちゃんと頭に入
れてから訪問します。その上でその年度の各クラブ
の活動が、活動計画書やその他の地区へ提出したク
ラブからの報告者に書かれている設定された目標に
向かって、計画通りに遂行されているか、その進捗
状況や、今後遂行されるようちゃんと準備、努力さ
れているか、というそのクラブの取り組み方や姿勢
を自ら直接チェックし、クラブを評価するために来
る訳です。
ガバナーがこのような明確な目的を持って自ら各
クラブを直接訪問するのはその年度でこの一回きり
です。そのためにガバナー公式訪問はその年度でも
っとも重要な行事だと位置づけられております。で
すから私達もちゃんとそれに答えられるように準備
をしておかなければなりません。
本日のプログラムである「クラブ協議会」は 2 週
間後に迫った公式訪問の準備のために行います。こ
の時間を有効に使い、ぜひ公式訪問を成功させたい
と思います。よろしくお願いします。

幹

事

報

告

幹事 奥田 尚幸

１． 地区より
＊10 月のロータリーレート 1 ドル＝78
円
＊第 2 回会員増強セミナーについて（ご案
内）
＊米山月間行事での卓話講師のお知らせ
＊2012 年ＲＩ国際大会のご案内
＊川柳募集について
２．熊谷暴力排除推進協議会より
＊第 17 回地域安全・暴力排除推進大会の
開催について（ご案内）
３．熊谷市美術家協会より
＊「第 35 回熊谷市美協会報」のお届けに
ついて
４．熊谷市国際交流協会より
＊ＮＺ・インバーカーギル市訪問団送別パ
ーティーの開催について（通知）

することもできません。ですからこれまで計画書の
活動をどのように進めてきたか、また、まだ 3 ヶ月
しか経っていない訳ですから、これからの活動にど
のように臨むかを話して頂きます。
付け加えれば、これまでそれぞれの委員会で地区
セミナーが開催され、当クラブでは担当者全員にセ
ミナーに出席して頂きました。そのセミナーで得た
事で今後の活動に活かせるものを話して頂くのもい
いと思います。
一人 3 分以内という時間制限の中での発表ですの
で、以上のことを踏まえてまとめて頂きたいと思い
ます。よろしくお願いします。

本番前に時間割り当説明する奥田幹事
以上が届いております。

ク ラ ブ 協 議 会

会長 島﨑次弘

総評も本番さながらの澤田副会長

※※熱心にリハーサル面々※※
奥田幹事と井上ＳＡＡからタイムスケジュールと
会場レイアウト・席順の確認がありましたが、本当
に大事なのはクラブ協議会の発表の中身です。
発表につきましては、先日のＩＤＭで澤田副会長
から大変簡潔で分かりやすいアドバイスを頂きまし
た。ガバナーは活動計画書をすべてよく見た上で来
る訳ですから計画書を棒読みするだけでは納得しな
いようですが、クラブの年間の活動目標はすべて活
動計画書の中にあります。それを外れることも誇張

真剣な会員の皆さん！

皆さん目が覚めたと思います。内容は、テキストに
沿ってアドリブを交えながら勢いよくお話しており
ました澤田さんでした。

委 員 会 報 告

クラブ研修リーダーセミナー報告
棚澤正行

印象に残ったのは、栗山さんの俳句で、
「新会長
寝ても覚めても ロータリー」
「ロータリアン 何も
知らずに 去っていく」これはやめた方への皮肉だ
そうです。

以上こんなところでした。



出

席

報

告

例会日 ９月２１日

会員数
２７

出席
１６

欠席
１０

MU
１

出席率
６３％

セミナーの報告をする棚澤会員
9 月 17 日（土）午後 1 時 30 分より、東松山の紫
雲閣にクラブ研修リーダーセミナーに行って参りま
した。



ニコニコ BOX

立原ガバナーが、他の地区？にお出かけの為、加
藤玄静地区研修リーダーの点鐘で始まりました。

加藤研修リーダーの意気込みを聞かせて頂き、ロ
ータリーの友地区代表委員（このポジションはパス
トガバナーと同等だそうです）の栗山昇様によるロ
ータリーの友の話、第一講座として磯田力彦地区研
修委員の「ロータリーの歴史について」
、第二講座と
して高柳育行地区研修委員による「ロータリーの奉
仕活動について」休憩をはさんで、我らのパストガ
バナー補佐澤田將信地区研修委員による第三講座
「ロータリー米山奨学会について」
、
第四講座はＲ財
団部門委員長松本光司様によるロータリー財団につ
いてでした。

加藤玄静地区研修リーダーは、バイタリティーに
あふれるお話で、
「会長が間違ったことを話したら、
クラブの研修リーダーが正しなさい！」とか、
「会長
が迷った時に研修リーダーが相談に乗ってあげなさ
い」というような事をお話されておりました。

第二講座と第三講座と第四講座は、たぶん記憶の
片隅でいい話をされていたと思いますが、私の頭が
休憩に入ってしまいました。
第三講座は、寝るわけにはいかなかったので、一
生懸命聞きました、最初から元気な大声での挨拶で

ニコニコＢＯＸを読み上げる塚越会員

島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事
今日は台風１５号がメーキャップに来てくれまし
た。招待したわけではないのに、きっとうちに入
会したいのでしょう。会員選考・職業分類 山口
委員長、査定よろしくお願いします。皆さん大嵐
の中を出席してくれて有難うございます。いよい
よガバナー補佐訪問が来週に、ガバナー公式訪問
が２週間後に迫りました。特に公式訪問は年間で
もっとも大事な行事です。
（大きな声で）
皆さ～ん、
絶対出席してくださ～い！！今日のクラブ協議会
でバッチリ リハーサルして臨みましょう。
高田直樹会員

皆さん今晩は！台風の暴風雨の中ご苦労様です。
今日は熱いクラブ協議会となります様に！
植竹知子会員
１１月９日に、秋の星川散策をします。身近な星
川の彫刻の美しさを肌で感じ、ぜひ皆さんが今後
のガイド役になって頂けたらと思います。南 RC
の方のご参加期待しておりますが・・・
棚澤正行会員
もうすぐガバナー公式訪問ですね！メンバー一丸
となって、力を合わせて乗り切りましょう（＾o
＾）／ね！、島﨑会長、奥田幹事！
石井一則会員
私の腕時計で１６時頃 975hp でした。今は９６８
hp です。台風が近づいて来ました。皆さん注意し
て下さい。私の被害は傘１本です。
渡邊藤男会員
本日台風ですね～お店暇そうでだんだん憂鬱にな
ってきました。
中島勉会員
台風の影響で、大雨ですね。足元は悪いし、出て
くるのが億劫になります。でも、今日はクラブ協
議会（ガバナーが見える前の）各委員長の予行な
ので休めません。頑張らないと！

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 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

