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     会長 渡邊 藤男 

 
こんばんは 

 

本日は例会に先立ちまして第４回理事会が開催され

ております。 

この後、各委員会の委員長には報告をお願いいたし

ます。 

 

9月は識字率向上月間です。 

識字率の向上は1986年以来、国際ロータリーの強

調事項であり、「基本的教育と識字率向上」はロータ

リーの6つの重点事項に指定されていますが、地域

の識字水準がその地域の生活水準に直結するとの観

点から、「世界中で識字能力の大切さを強調する」、

「ロータリー独自の識字率向上プログラムを開発す

る」、「世界的に非識字撲滅の努力をする」など識字

率の問題を再認識し、ロータリアンの意識を向上す

る月間です。 

 

毎月の強化月間を意識して今後もプログラム等に卓

話などを入れて強化月間の推進を図っていきたいと

考えております。今後ともよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

最後になりますが、１０月５日、１０月１２日はガ

バナー補佐訪問そして、ガバナー公式訪問となりま

す。 

当クラブとしても一年の中でも大きなイベントと考

えておりますので、皆さまの出席をお願いしたいと

思います。 

 

以上 

                                                                                                                    

 

 

   幹事 岡本庄一郎 

 

１． 地区より 

＊第３回オリエンテーション開催のご案内 

＊さきたま古墳研修セミナーのご案内 

＊１０月のロータリーレート 1ドル＝102円 

＊第三回 会長幹事会のご案内 

２．熊谷防犯協会より 

  ＊第22回熊谷地域安全・暴力排除推進大会へ

のご参加について 

３．熱いぞラグビーｉｎ熊谷うちわ祭実行委員会よ 

  り 

＊「あちぃぞラグビー！2016ｉｎ熊谷うちわ

祭」ご協力の御礼と報告 

４．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 

５．熊谷南ＲＣ 第877回会報 

以上が届いております。 
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ガバナーは千葉の地区大会へ出席の為、鈴木パスト

ガバナーの点鐘で開会、第2Gの武藤ガバナー補佐

の挨拶の後齋藤社会奉仕部門委員長から趣旨説明が

あり、5グループに分散しテーブルディスカッショ

ンで5つの議題について進行した。 

 

研修1：地域社会奉仕委員会 西澤委員長       

 ・HPを大幅にリニューアルした、例会日時変更

当、随時更新しているので是非見て下さい。 

研修2：アイバンク委員会 春山委員長 

 ・1人で2人が助かるを質問→片目で十分とのこ

と。 

 ・角膜は10日もつようになった、血管無いから

血液型関係なし、白血球が戦えない。ウイルス性疾

患の人はNG,スリランカもNG 

 ・行田RCは昨年100人登録した。 

 ・今日の研修は参加の皆様に理解していただけと

思う。 

研修3：世界遺産、無形文化遺産登録推進委員会 田

中委員長 

 ・天皇陛下のお墓に色々な人たちが来るのがNG

と宮内庁が反対している。 

 ・上の美術館の門はそのアーティストの他の作品

の抱き合わせでなった。 

 ・世界遺産に何が必要か？ 
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円筒ハニワを並べたり当時の形態に戻すのが良いの

では？ 

   関東はハニワが関西より多く、熊谷にも古墳

がある。 

   マル墓山は盗掘で有名になった。 

   鈴木さんより、中身の証明は県教育委員会、

奥の山が掘られていない、第二の鉄剣が出るかも知

れないが文化庁がOK出さない。 

   県民の力が必要である。 

 ・秩父から熊谷を周る観光コースを作ったほうが

良いのでは？ 

研修4：ブライダル委員会 吉永委員長    

 ・自分のクラブでブライダル委員会を持っている

富士見RC、秩父RCは地区からの情報が入って来

ないと言っていた。他とコラボしたらどうか？ 

 ・2,000円だとコーヒーとケーキしか出ない。 

 ・同じ顔ぶれが多すぎる、男性が貧弱、人を増や

すよりも成婚率を上げる方が良いのでは？各クラブ

1人は出して欲しい、申し込みが遅く当日の人数が

読めない。 

研修5：効果的な社会奉仕活動について 齋藤部門

委員長 

 ・入間RCがタブレット端末寄贈が新聞に載った。 

 ・齋藤さんは、昨年昇り旗企画した人、他の団体

とのコラボを推奨、3年続ければ3倍の力になる。

企画を起こし他の団体や行政に引き継ぐ場合に手柄

を置いていくのがRIの方針。 

 ・熊谷南は奨学金を出していない。 

 

 以上、討論の結果発表がありました。 
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委員長委員長委員長委員長    島﨑次弘島﨑次弘島﨑次弘島﨑次弘    

    

9月17日（土）に嵐山の国立女性教育会館で行われ

た地区セミナーに出席しました。セミナーに出て話

を聴いたり資料を読んだりして、何とか私なりに理

解したいと思い、委員会のこと、寄付のこと、補助

金のことなど主だった項目を私なりに書きながらま

とめてみました。委員会報告ではとても説明しきれ

ませんのでお手元にお配りしてあります。まだまだ

細かい項目や条件がたくさんあり、セミナーの資料

のように全部羅列しては余計分からなくなってしま

うと思いますので、入門編のようなつもりで作りま

した。あとで読んで頂けたらと思います。まだ完全

に理解できている訳ではありませんので、もしかし

たら間違っている所があるかも知れませんが、あと

で気が付いたらお知らせします。 

それと当クラブでも地区補助金を千年桜の植樹に活

用しておりますが、他クラブが地区補助金でどんな

奉仕活動をしているかわかる一覧表がありますので、

一緒に付けてあります。参考になると思います。

  

セミナーでは柴崎部門委員長から現在の財団の最大

の目標はポリオプラス＝ポリオ撲滅運動であること、

そして補助金について地区補助金はかなり各クラブ

に意識が浸透してきたので引き続き積極的に活用し

て欲しいと言うことと、グローバル補助金の人道的

支援について2570地区ではこれまでクラブ単位で

の実績がなく、とにかく実際に一度やってみようと

前年度に地区が自らアフリカのブルキナファソと言

う国に、特に女性に対しての「基本的教育と識字率

の向上」に対する支援を行いました。これには当時

の高柳ガバナーも担当地区役員と共に現地へ行って

共に汗をかいて来たそうです。私は高柳さんて方は

本当に偉い人だと思います。あれだけ真面目に自ら

も汗をかいて取り組んだガバナーはそういないんじ

ゃないかと思います。 

私も今年度委員長になってから勉強を始めたような

もので、少しずつですが財団の活動内容が分かって

来て、ロータリーの様々な奉仕活動においてかなり

重要な部分を担っていると言うことがだんだん分か

って来ました。やはり会員の皆さんも順番に財団委

員長を経験する必要があると思います。R財団と言

えば寄付を取られるとオウム返しに感じてしまう人

が多いと思いますが、内容が分かってくると財団に

対する見方、ひいてはロータリーに対する見方が変

わってくると思います。 

 

 最優先活動「ポリオプラス」＝ポリオ撲滅

活動  

ポリオ撲滅活動は最終局面に入りました。「あと少

し」の所まで来ましたが、残された地域は交通の不

便な僻地や紛争地域など危険が多く、時間と資金の

かかる地帯です。これから0にするのは簡単ではあ

りません。さらなる協力が求められています。もし

ポリオ撲滅を達成できれば、ノーベル賞の候補にな

ると言われております。そうなればロータリアンの

モチベーションも上がり、会員増強にも大きな追い

風になります。ぜひ達成させたいものです。 

 

 

� 出 席 報 告 

 
例会日 ９月２８日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

１９  １０   ９ ０ ５３％ 



 

� ニコニコ BOX・異業種交流BOX 

 

渡邊藤男会長・岡本庄一郎幹事 

 皆さんこんばんは。毎日雨の多い日が続いていま

す。身体に気を付けていきましょう。補佐訪問と

ガバナー訪問が近づいています。忙しいでしょう

が、万障繰り合わせて、多数の出席、宜しくお願

い致します。 

棚澤正行会員 

 先日社会奉仕部門研修セミナーに出席して参りま

した。最近の研修はディスカッションとか多く、

まったく寝ることもなくまじめに受講して来まし

た。 4日18時からＪｃｏｍでうちわ祭を放映す

るそうです。よろしくお願いします。 

島﨑次弘会員 

 毎日よく降りますねえ。もうじき体からキノコが

生えてきそうです。サルマタケ かな？マタンゴ

かな？どっちでも古いなあ。 

植竹知子会員 

 ちょい飲みパスポート出来たヨ！1000 円ぜひご

購入を！ 

井上哲孝会員 

 皆様こんばんは。毎日暑い日が続いていますが、

いかがお過ごしでしょうか？毎月、月末は、数字

に追われて大変ですが、今年度は何とかクリア出

来てます。毎月がゲーム感覚です。さあ、10月で

す!!またリセットです。 

清水保人会員 

 学童でカゼうつされました。皆様、お気を付け下

さい。 

石井一則会員 

 最近出席率が悪いですね。これでは草野球も出来

ません！！ 

矢部喜明会員 

 こんにちは！ 
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