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第６８０回
６８０回例会 会報

米山奨学生 黄ボラさん ようこそ。
地区協議会報告ありがとうございました。
本日のプログラム ５月９日（水）
15 周年記念式典リハーサル
会

長

挨

拶
会長 島﨑 次弘

皆さん今晩は。今日は４月から当クラブがお世話
することになった米山奨学生の「黄・ボラさん」に
来て頂きました。黄さんようこそ熊谷南ＲＣへ。初
めての例会出席で少し緊張しているようですが、う
ちの会員達はみんな気さくな人達ですよ。どうぞリ
ラックスして過ごして下さい。
では、例会前に行われた第１１回理事会について
報告致します。
「熊谷東ＲＣの青少年剣道大会」が今
月２６日に開催されます。これは親クラブの東クラ
ブさんがもっとも力を入れている社会奉仕・新世代
活動で、毎年この時期に開催されます。当クラブで
も毎年会長が出席しておりますので今年も私がお祝
い１万円を持って出席してきます。次に「ロータリ
ーの森奉仕活動」が今月１２日に行われます。これ
は今までの社会奉仕ではなく米山の担当になったよ
うですので、会長の私と米山委員長の高田さんの２
人で行ってきます。米山奨学生の黄・ボラさんと学

友になった金善花さんも来ることになっています。
４人でうちのクラブのところをきれいに清掃して来
ます。その他の委員会事項は、この後の委員会報告
で担当者から報告して頂きます。
さて、１６日の１５周年記念式典まで丁度あと２週
間と迫って参りました。残りの時間を有効に使って
皆様と万全の準備をして本番に臨みたいと思います。
今日は、先月２２日に開催された次年度のための地
区協議会を踏まえて、その報告をして頂く「次年度
のためのクラブ協議会」です。今は１５周年の準備
の真っ只中ですが、もう５月に入りましたので次年
度の準備も並行して進めなければなりません。重ね
てのお願いになりますが、皆様にも次年度への協力
をよろしくお願いします。

幹

事

報

告
副幹事 石井 一則

１． 地区より
＊5 月のロータリーレート＝82 円
＊ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ・
研究）
・パート３の開催に伴うクラブ研修
リーダー等の派遣について
２．熊谷市コミュニティづくり市民協議会
より
＊平成 24 年度コミュニティづくり市民協
議会定期総会の開催について（通知）
＊春の５３０運動について（お願い）
以上が届いております。

米山奨学生 黄ボラさんです。
ボラさんです。

委 員 会 報 告
プログラム委員会 副委員長 高田直樹

米山奨学委員会 委員長 高田直樹

地区協議会報告
会長部会 渡邊藤男

１５周年実行委員会 委員長 澤田將信

会長部会の報告、初めに鈴木次年度ガバナーより、
次年度 RI テーマ
奉仕を通じて平和を、及び３つの優先項目等の説
明後、2570 地区の重点課題の説明が有りました、
また次年度は各部門のセミナーへの出席が会長
に集中しない様に配慮し各部門の委員長へお願
いしたいとの事、又セミナーへ出席した委員長の
報告発表は短時間ではなく、充分時間をかけて行

ってくださいとの事です、
また地区には理事会が有りませんので、会員の声
を反映したいと云う事も言っておりました。
栗山ロータリー地区代表委員より地区協議会・
PETS には会長エレクトは必ず出席する事それ
とクラブ協議会は年6回開催する事が望ましいま
たクラブ細則と定款を読む様にとはなしが有り
ました。
幹事部会 石井一則

た。会員増強と公共イメージ委員会についてで、Ｒ
Ｉ会長の年度テーマの意味するところの３つの優先
項目として
１． クラブのサポート強化
２． 人道的奉仕の重点化と増加
３． 公共イメージと認知度の向上
になります。
公共イメージ委員会とは
以前の広報委員会的なものです。日本では３３％の
人がロータリーを知っている⇒その１／２は、自分
たちのことをしていると思っている。
増強についてはデータがおもしろかったので、
世界のロータリアンの１５％が女性、日本の女性比
率は４％、2570 地区で４．５％
世界 49 歳以下の会員は３２％、日本は１５％
未就業・リタイア組 世界２１％、日本４％
１０年以上在籍している人 世界４１％、日本５
３％

４月２２日東洋大学川越キャパスにて２０１２年
国際ロータリー・第２５７０地区の地区協議会が有
りました。
御出席頂きました役員・委員会の皆さんお疲れ様
でした。
私は、三年目ですが初めてで様子も判らず緊張し
ながら参加させて頂きました。
幹事部会に出席し次年度地区幹事の吹上クラブの
丸岡様より幹事についての心構え聴いてきました。
会長の方針に従う事、会長と会員の意思疎通に気
を使う、集計・報告・連絡・相談等は迅速にまた縁
の下の力持ち的存在になる、
など受講してきました。
これらを次年度に活かして活動して行きたいと思
います

昔は情報を持っている人が優れた人→今はインター
ネットで同じになった。しかし一番はガバナーノミ
ニーへの批判でした。増強委員長への「あの方の考
え方にはついて行けません！」という質問(意見)に、
増強委員長は部門委員長へ振り、山口部門委員長は
立原ガバナーがクラブ奉仕の担当ＰＧでいらしたの
で振りました。ガバナー曰く、
「本人のあの発言の意
図をよく確認して後にお答えします。
」
と答えており
ました。
最後に
＊純増 1 名
＊新会員の入会式の実施
＊新会員の田クラブのメークアップ奨励
以上

クラブ奉仕部会 棚澤正行
職業奉仕部会 井上哲孝

全体会議については、渡邊エレクトからあった通
りです。私はクラブ奉仕として分科会に出席しまし

平成２４年４月２２日開催、第 2570 地区協議会・
職業奉仕部会において、以下のような「部門基本方
針（年度計画）
」が発表されました。
（１） 職業奉仕を通してロータリーを考
える
（２） 昨年度編纂した地区「我等の生業」
をバージョンアップグレードして
第２版を作成する
（３） 高校生社会体験活動プログラムの
実施
（４） 部門セミナーの開催（平成 24 年 8
月 4 日および平成 25 年）
開催場所・国立女性教育会館
当初ロータリーは、会員同士の親睦及物質的相互
扶助を図っていましたが、アーサー・フレデリック・
シェルドンが提唱した奉仕理念に転換したことで、
その後ロータリーが大きな発展を遂げました。シェ
ルドンの奉仕理念は経営学に基づいた職業奉仕理念
そのもので、そこには社会奉仕の考えは含まれてい
ませんでした。社会奉仕の考えが生まれたのは 1927
年以降のことです。
このような背景を考えながら、シェルドンの職業
奉仕を示すモットーHe profits most who serves
best（最もよく奉仕する者、最も多く報いられる）
、
ロータリーのもう 1 つの奉仕理念を表す言葉
Service above self（超我の奉仕）
、そしてハーバー
ド・テーラーの四つのテスト等を考えながら、ロー
タリーの原点や、歴史を皆様と一緒に考えたいと存
じます。
昨年度は地区版「我等の生業」を編纂して大好評
でした。今年はこれをバージョンアップグレードに
してみたいと思います。そしてより多くの会員の寄
稿して頂きより多くの立派な会員の皆様と交流と親
睦を深めて参りたいと存じます。
職業奉仕部門委員長 細井保雄 談

事です。
又東日本大震災から一年余り、復興は進んだもの
の手付かずの状況が大半であり、まだまだ先が見え
ませんが、この痛ましい大震災を風化させず、被災
地そして被災された人々に目を向けて、ロータリー
としての支援を継続的に行ないましょうという事で
す。
又今年度新たにスタートした「ロータリー希望の
風奨学金」という制度があるそうです。これは全国
各地のロータリーから新たな支援が寄せられ、現在
の残高が 4 億 5 千万円程度になり、その支援金を基
に災害遺児に対して 5 万円／月の給付を行っていく
という制度です。社会奉仕部門 2 つの委員会につい
て、
「社会奉仕クラブ支援委員会」
支援担当／クラブ事業に対しての支援を行なう
アイバンク担当／地区 54 クラブ中、45 クラブから
登録
「社会奉仕地区事業委員会」
世界遺産推進担当／さきたま古墳の世界遺産登録運
動を次年度より第 2770 地区と合同で進める。
ブライダル担当／6 年目を迎え、現在 6 組の成婚が
成立。

国際奉仕部会 山口茂

社会奉仕部会 高田直樹

2012－2013 年度のＲＩテーマが「奉仕を通じて平
和を」まさにＰＥＡＣＥであり第 2570 地区鈴木ガ
バナーの重点課題が奉仕の追及で、新たなものを考
えるようにクラブでして頂きたい。この方針を受け
止めての「いい風ふくよ」が我がクラブにも向いて
くれるべく、努力奨励

地域社会のニーズを読み取って、それに合った活動
を行なう事が望ましい。会員減少の中で、次年度は
クラブ支援委員会と地区事業委員会の２委員会とし
て、社会奉仕部門委員会の人員を削減していくとの

地区方針
１． クラブ支店活動
地区として世界奉仕よりも各クラブが現在の
姉妹クラブとなっている海外クラブとの国際平
和、親善、国際社会奉仕を強化して下さい。
クラブにて、海外との姉妹クラブの締結に対して海
外クラブの紹介、案内の協力をするので、地区単位

でなく、クラブ単位で次年度はＲＩ方針、第 2570
地区方針を受けて、海外との交流を深めて下さい。

ロータリー財団部会 佐川順一

新世代部会 長谷川信

ロータリアンが減ってきている現在、この新世代
部門も同じように部員も減っていますが、昨年以上
に盛り上げていきたい
新世代部門は 3 つに分かれていてアクト委員会、
青少年交換委員会、ライラ委員会と分かれていて以
前はアクトは 2 つあり、
・・・・・・と昔話をして
いました
委員会事業方針
アクト委員会：現在アクトクラブを行なってもら
っている学校が少なく、休んでいる
ところがみられるので、復帰できるように学校
に連携をさせてもらうように活動をおこなう
青少年交換委員会：対象年齢が 15 歳より 19 歳
で派遣は高校生を対象としているので、
現在中学生よりテストが行われ今年度は 5 月 27
日に１次テストが行われるとのことです
今年度は昨年の震災で受け入れていない学生が
いますので、派遣は５名、受け入れは６名
ライラ委員会：ロータリー青少年指導者要請プロ
グラムの略で地元やその範囲を超えて活躍できるリ
ーダーを指導を行う機会であり青少年に国際的視野
を広げる機会を作る
計画 ライラデーの開催
各クラブにライラの実績を PR し理解をいただき
支援をお願いする
地区にある大学、高校へ訪問しロータリーの活動
へ参加を呼びかける
青少年交換留学生、米山記念奨学生、R 財団奨学
生、ROTEX との交流を深める
RYLA Day
日時：平成２４年１１月２５日（日）
場所：紫雲閣（東松山）

松本委員長が強調した項目は以下の通りです。
2012～13 年度の寄付金目標 一名 200 ドル×会員
数( )名＝クラブ寄付目標額
年次寄付金
一名 150 ドル ①クラブ協力金 50 ドル（前期
25 ドル・後期 25 ドル）
②会員寄付 100 ドル
恒久寄付金
一名 30 ドル クラブ協力金 30 ドル（前期 15
ドル・後期 15 ドル)
使途指定寄付金
一名 20 ドル クラブ協力金 20 ドル（前期 10
ドル・後期 10 ドル)
Ｒ財団プログラムの一部変更―未来の夢プログラム
導入に伴い―
１． 教育的プログラム
＊Ｇ．Ｓ．Ｅ→Ｖ．Ｔ．Ｔ（団員は基本的に同業
種）と改名
２． 人道的プログラム
＊地区補助金プログラム→新地区補助金プログラ
ム
＊マッチンググラント・プログラム→新地区補助
金・グローバル補助金 プログラム
＊３Ｈ補助金プログラム→新地区補助金・グロー
バル補助金 プログラム
３．ポリオプラスプログラム
：完全撲滅に向けて全力で推進する。
未来の夢財団プログラムに関して
事業の計画はその前年度までに予算案と概要を地区
に提出する。1 プログラムにつき、上限 2000 ドル
まで可能。クラブ負担は無しとなるので積極的に応
募して欲しい。

米山記念奨学部会 島﨑次弘

米山記念奨学部門の分科会では、まず高橋福八担当
諮問委員の代わりに、米山記念奨学会の理事を務め
る金子千侍パストガバナーから、奨学会の設立から
これまでの流れの説明がありました。続いて井上豊
部門委員長が体調不良のため、奥田功次推進委員長
から次年度の方針が発表されました。
第２５７０地区は次年度２４名の奨学生を受け入
れます。前年度は２６名で残念ながら２名減となり
ましたが、全国的に寄付金が減り、奨学生の支援数
を減らさざるを得ない現状では、決して会員数の多
くない２５７０地区はかなり検討しているようです。
これまで会員一人当たり２万円の寄付を目標に掲げ
ておりましたが現実はかなり厳しく、今年度も今の
ところ一人平均１万３千円～１万４千円にとどまっ
ているそうです。これ以上奨学生の数を減らさない
ためにも、各クラブのより一層の協力をお願いした
いとのことでした。
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例会日 ５月２日
会員数
出席
欠席
MU
２６
１８
０
０
お客様：米山奨学生 黄ボラさん

出席率
６９％
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島﨑次弘会長・石井一則副幹事
米山奨学生、
黄・ボラさんようこそ熊谷南ＲＣへ！
これから２年間お世話させて頂きます。よろしく
お願いします。皆さん１５周年記念式典まであと
丁度２週間です。いい１５周年になるようにみん
なで頑張りましょう。
棚澤正行会員
次年度担当例会、渡邊エレクト、石井副幹事、が
んばって下さいね！地区協の発表でしたっけ
(^_^;)
高田直樹会員
黄ボラさんようこそ熊谷南ロータリークラブへ！
二年間楽しく過ごしましょう。
渡邊藤男会員
本日地区協議会の報告となっております。担当委
員長の方宜しくお願い致します。黄ボラさんよう
こそ南ＲＣへ。
これからも宜しくお願い致します。
中島勉会員
黄ボラさん、
ようこそ熊谷南ＲＣへ。
渡邊年度の、
役員・理事の皆様よろしくお願い致します。島崎
年度も残り二カ月ですが、１５周年記念式典・引
継例会がありますので、全会員の参加をお願いし
ます。
清水保人会員
黄ボラさんようこそ！大歓迎いたします。

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 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

