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ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友地区代表委員友地区代表委員友地区代表委員友地区代表委員のののの栗山昇様栗山昇様栗山昇様栗山昇様のののの卓話卓話卓話卓話がががが有有有有りましたりましたりましたりました！！！！ 

2570 地区地区地区地区のののの生生生生きききき字引字引字引字引のののの卓話卓話卓話卓話をををを皆皆皆皆さんさんさんさん真剣真剣真剣真剣にににに聞聞聞聞いていましたいていましたいていましたいていました！！！！！！！！ 

 

 

 
 

 
 

  会長 島﨑 次弘 

 皆さん今晩は。先ほどお客様紹介でご紹介させて

頂きましたように、本日は素晴らしい２人のゲスト

に来て頂いております。地区ロータリーの友代表委

員、栗山昇様、遠路お越し頂きまして有難うござい

ます。栗山様は長い間地区の重責を担って来られま

して、ロータリーの生き字引きと言われる程の方で

す。２５７０地区の中でも最もロータリーに精通し

ている方の一人でございます。今日の卓話よろしく

お願いします。そしてもうお一人は第５グループパ

ストガバナー補佐の諸貫健一様です。諸貫様は今か

ら７年前、当クラブで言いますと、李会長・棚澤幹

事の年度にガバナー補佐を務められまして、いろい

ろご指導を頂いた方です。その後も何度も当クラブ

にメイクアップに来て頂いております。本日はよう

こそお出で下さいました。このあと諸貫様にもご挨

拶を頂戴したいと思います。よろしくお願い致しま

す。 
さて、去年の上半期にも会長挨拶でロータリーの

特別月間についてお話させて頂いたことがあります

が、ロータリーの特別月間とは、ロータリーが取り

組んでいる様々な奉仕活動の中の特定部門の活動を

強調するためにＲＩが設けているもので、各クラブ

はその月間中の活動をその分野に重点を置くことを

奨励されております。活動計画書の年間プログラム

予定のところにも書いてありますが、２月は「世界

理解月間」となっております。これは２月２３日が

ポール・ハリスが仲間３人と合計４人で、シカゴで

初めて会合を開いた日であり、この日がロータリー

の創立記念日になっております。そしてそれにちな

んで２月は「世界理解月間」に指定されております。

この月間中は世界平和に不可欠のものとして、理解

と善意を強調するプログラムを行うように奨励され

ております。 
当初栗山様には４月の「ロータリーの雑誌月間」

にちなんで４月に卓話をお願いするつもりでした。

しかし４月は翌月の５月１６日に当クラブの１５周

年記念式典を開催することになっており、その準備
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が必要なのと、４月４日にはその１５周年の一環と

して「日本のロータリーの原点に触れてみよう」と

いう目的で、東京ＲＣへ移動例会としてメイクアッ

プに行くことになっております。そのような理由で

栗山様には早めにこの２月にお願いすることになり

ました。 
２月も先ほど申しましたように、２月２３日がロ

ータリーの創立記念日であり、今年度はその日に第

５グループのＩＭが開催されます。私たちロータリ

アンに大変ゆかりのある月でございます。今日栗山

様に卓話をして頂きますことで、ロータリーに対す

る知識と理解を深め、我々の活動が世界とどうつな

がっているのかを知るためにも大変いい機会ではな

いかと思っております。私も皆さんと一緒に勉強さ

せて頂きます。栗山様どうぞよろしくお願い致しま

す。 
 
                                                                                                                    

 
 
   幹事 奥田 尚幸 

 
１． 地区より 
 ＊ロータリーの友地区代表委員より 
 ＊国際ロータリー第2570地区ローターア

 クト（埼玉・西部）第23回地区年次大会

 開催のご案内 
 ＊米山記念奨学部門終了式と歓送会のご

 案内 
２．熊谷籠原RCより 
 ＊「新年合同例会」のお礼と会費納入のお

 願い・会報 
 
     以上が届いております。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
☆地区代表委員の栗山昇様 
 
 
語語語語られていないられていないられていないられていないロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友友友友 
             ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友地区代表委員友地区代表委員友地区代表委員友地区代表委員 
   栗山昇様栗山昇様栗山昇様栗山昇様(朝霞朝霞朝霞朝霞RC) 
 
ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友編集委員会友編集委員会友編集委員会友編集委員会 
・委員会組織 
 正・副委員長、RI理事、特別顧問、顧問、地区代

表委員、編集長で構成 
・編集等の業務は、「ロータリーの友編集委員会（以           

下編集委員会という）の指導監督の下、    

「友事務所」理事会が審議、決定する。 
・『ロータリーの友』に関する全ての事項に付「友事

務所」理事会が毎月決定執行し、必要に応じて「編

集委員会」と「友事務所」理事会で協議をする。 
 
一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友事務所友事務所友事務所友事務所 
・「友事務所」理事会は、編集及びそれに伴う業務を

審議・決定し、その決定に従い、「友事務所」の職

員9名（2011年7月現在）が行う。 
・ロータリーの友地区代表委員は、『友』に関するガ

バナーの代理者である。 
 
2011～～～～12年年年年ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友編集企画友編集企画友編集企画友編集企画１１１１ 
・特別月間記事以外に編集部企画の特集を2回掲載    

する。 
 例：「地域の特性を生かした奉仕活動」「他団体と

協議した活動事例」 
・会員の写真で表紙を構成 
・テーマを決め、会員による意見発表コーナー「同

論異論」の新設 
・「この人この仕事」の継続 
 
編集企画編集企画編集企画編集企画２２２２ 
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・ロータリアン以外の方からの寄稿「いま、世界は」

の継続 
・「大震災復興への取り組み―ロータリーの奉仕活

動」の連載 
・「シリーズ・日本ロータリー写真館」の掲載 
・毎月の「こんなことがありました」のリメークコ

ーナー「始める一歩」の新設…編集部が選んで掲

載→新会員向けの分かり易い記事 
 
ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友出版物一覧友出版物一覧友出版物一覧友出版物一覧 
・「ロータリーの友」・・ロータリーの地域雑誌 月

1回・210円 
・「ロータリーの友英語版」・・「友」の海外版 年1
回（11月）・525円 

・「Rotary 世界と日本」（広報誌）10冊525円 
・「Rotary あなたも新しい風に」（新会員勧誘）5
冊420円 

・「ロータリー手帳」 1冊630円 
・「ロータリーソング楽譜集」（525 円）CD（3150
円） 

 
ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友友友友（（（（まとめそのまとめそのまとめそのまとめその１１１１）））） 
・「ロータリーの友」は、日本におけるロータリーの

機関紙です。 
・「ロータリーの友」は、ロータリー情報（世界・日

本・他地区・地区内等・ロータリーの基礎知識・

新しい情報）の源である。 
・「ロータリーの友」は、ロータリアンの公開討論の

場であります。 
・「ロータリーの友」は、ロータリアンの購読料で発

行されています。 
 
まとめそのまとめそのまとめそのまとめその２２２２ 
・ロータリーの友」購読は、「例会出席」・「会費納入」

と並んで三大義務として位置づけられております。

（国際ロータリー細則・標準クラブ定款） 
＊クラブとしての義務 
・あなたの投稿原稿が「ロータリーの友」誌に確実

に掲載されるコツとは 
・投稿原稿についての注意点とは 
 
 

 
☆パストガバナー補佐の諸貫健一様 
 
 
 

 
フレッシュ高校生社会体験活動プログラム

意見交換会 

    社会奉仕・職業奉仕副委員長 渡邊藤男 
 
平成２３年度妻沼高校フレッシュ社会体験活動プ

ログラム意見交換会に参加してまいりました。ロー

タリークラブは高校生社会活動委員会委員長五十嵐

敦子様をはじめ、熊谷南ロータリークラブ、熊谷西、

深谷、深谷東、本庄南の各ロータリークラブの方々

が参加していました。 
はじめに、校長先生より挨拶があり、このプログ

ラムの趣旨、目的、内容等の説明がありました。続

いて、教頭先生より過去の途中退学者数など具体的

な内容が報告されました。平成１７年度より、この

プログラムはスタートしており、平成１８年度の実

績は１年生の退学者が１８％、平成１９年度１８％、

平成２０年度１９％、平成２１年度８，１％、平成

２２年度１５，５％、平成２３年度１１月３０日現

在で３，８％の実績となっているとのことでした。

生徒を受け入れ可能な事業所数１６６箇所、その内

ロータリーが６２箇所。実際に体験活動を行った事

業所数は５７箇所、その内ロータリー関係の事業所
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が４箇所となっております。体験プログラムを行っ

た生徒は活発になるという傾向にある(自信がつく)
などの報告が学校側からありました。ロータリーの

会員より実際に体験活動のプログラムに参加して生

徒が来るかどうかが分からないので、その辺の学校

との連絡をもっと密にした方がいいのではないかと

いう意見があり、またほかの会員より学校側が熊谷

の５つのロータリークラブに趣旨説明等をしに来た

方がいいのではないかという意見もありました。 
 
以上 

 

 
� 出 席 報 告 

  
例会日 ２月１日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２７  １７  １０ ０ ６３％ 

お客様：ロータリーの友地区代表委員 栗山昇様 
    第5グループパストガバナー補佐・ 
           行田RC 諸貫健一様 
 
 
� ニコニコ BOX 

 

第５グループパストガバナー補佐・行田 RC 諸貫

健一様 

 お世話になります。 
島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事 

 ロータリーの友地区代表委員 栗山昇様、お忙し

い中遠路はるばるお越し頂きまして誠に有難うご

ざいます。本日の卓話よろしくお願い致します。

また、パストガバナー補佐 諸貫健一様、本日は

ご来訪有難うございます。どうぞゆっくり楽しん

で行って下さい。 
澤田將信会員 

 お世話になります。澤田で～す。ロータリーの友

地区代表委員 栗山さん、本日の卓話宜しくお願

いします。行田RC諸貫パストガバナー補佐、お

元気になり当クラブにお出で頂き心から歓迎いた

します。 
山口茂会員 

 ロータリーの友地区代表委員の栗山昇様、本日の

卓話を楽しみにしております。地区では御指導頂

きありがとうございます。パストガバナー補佐 

諸貫健一様、先日は行田RCで卓話依頼ありがと

うございます。本日はロータリーライフを楽しん

で頂ければ幸いです。 
棚澤正行会員 

 ロータリーの友地区代表委員 栗山昇様、パスト

ガバナー補佐 諸貫健一様、ようこそ南クラブへ

お越し下さいました。栗山様、卓話よろしくお願

いします！ 
渡邊藤男会員 

 ロータリーの友地区代表委員 栗山昇様、諸貫健

一パストガバナー補佐、ようこそ南RCへ本日宜

しくお願い致します。 
石井一則会員 

 こんばんは、石井で～す。ロータリーの友地区代

表委員 栗山様、卓話よろしくお願い致します。

明日フレッシュマン研修です。よろしくお願いし

ます。 
植竹知子会員 

 ２月４日職業奉仕部門セミナーで、私の生業を発

表してきます。時間のとれる方は、嵐山の女性会

館へ応援に来て下さい。 
中島勉会員 

 ロータリーの友地区代表委員 栗山昇様、卓話よ

ろしくお願い致します。籠原RCとの新年合同例

会、無事終了できました。会員の皆様、ありがと

うございました。 
 

 

☆栗山昇様有難う御座いました 

 

 

 



    去去去去るるるる 2222 月月月月 2222 日日日日にににに行田行田行田行田アイトピアアイトピアアイトピアアイトピアにににに

ててててフレッシュマンフレッシュマンフレッシュマンフレッシュマン研修研修研修研修がががが有有有有りましたりましたりましたりました、、、、

当当当当クラブクラブクラブクラブからはからはからはからは入会入会入会入会五年未満五年未満五年未満五年未満のののの五名五名五名五名

及及及及びびびび地区役員地区役員地区役員地区役員のののの澤田澤田澤田澤田さんがさんがさんがさんが司会進行司会進行司会進行司会進行

でででで出席出席出席出席しましたしましたしましたしました。。。。    

 

 

☆研修風景 

 

 

 

 

 

 

☆講師を務めて頂いた地区役員の皆さん 

 

 

 

第第第第2回回回回 職業奉仕部門職業奉仕部門職業奉仕部門職業奉仕部門セミナーセミナーセミナーセミナー 
2月4日(土) 嵐山国立女性教育会館にて  

「我らの生業」の代表発表をする植竹知子会員 
プレゼンを駆使して素晴らしい発表でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷南熊谷南熊谷南熊谷南ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ 
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 


