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会長方針

『 時代の変化に対応し クラブとその思いを未来へつなぐ 』

会長 陣野壮太郎

副会長 吉原 良一

幹事 石原 勇介

第２１１６回例会 １０月第３週 １０月１７日（木）

国際ロータリー第２５７０地区 鈴木秀憲ガバナー公式訪問
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

点

鐘 会長

松岡

昌宏

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」
ゲ ス ト 鈴木 秀憲様（吹上）
ＲＩ第２５７０地区

ガバナー

松川 厚子様（和光）ＲＩ第２５７０地区
第２グループガバナー補佐
藤倉

武様（行田さくら）

ＲＩ第２５７０地区

地区幹事

山本 誠一様 新座ＢＳ・ＧＳ中央育成会
新座第１団 団委員長
獅子倉眞一様 美しい街づくり委員会
代表

鈴木秀憲ガバナーをはじめ地区役員の皆様
ようこそ新座ロータリークラブへ！
ご指導宜しくお願い致します
さて、またしても週末の台風で甚大な被害が出ま
した。幸い当クラブでは会員さんに被害はありま

会長の時間 会長 陣野壮太郎

せんでしたが各地の被害に驚いております。また
寄付のお願いもあるかと思います宜しくお願いし
ます。そして、ラグビーワールドカップ 予選、
日本の勢いが止まりませんでした。神がかった内
容と言いますかもう見ていて感動で涙が出るほど
の試合でした。
話は変わりますが、私、昨夜「幕末」を勉強し
ておりました。１８５３年にペリーが来航し開国

本日は鈴木ガバナーをお迎えしての例会となり

を迫られ１８５９年に井伊直弼の下、日米修好通

ます。鈴木ガバナーようこそ新座ロータリークラ

商条約が結ばれるワケですが井伊直弼、吉田松

ブへ。松川ガバナー補佐、藤倉地区幹事ありがと

陰、西郷隆盛、坂本龍馬、徳川慶喜、島津斉彬は

うございます。

じめいろんな志士が、いろんな立場で自分の欲や

名誉のためでなく天下国家のため世のため人のた

幹事報告 幹事 石原 勇介

め日本のために命を捧げたことで今の私達がある
ことを実感します。
まさに、先日のラグビーワールドカップスコット
ランド戦での日本の奮闘、全員で攻め全員で守る
組織戦に感動したのは幕末の志士やこの国を作っ
て来られた礎になられた先達を想像させられたか
らかもしれません。
１８５９年に日米修好通商条約で開国して５０年

１、地区事務所より３件受信
１）ＲＬＩパートⅡの案内

も立たない１９０５年ロータリークラブがシカゴで

日時：１１月２３日（土）点鐘：９時１５分

創設されました。日本は開国より５０年足らずで

会場：国立女性教育会館（ヌエック）

この年日露戦争でロシアに勝利しています。

★参加希望者は回覧の申込書に記入下さい

その数年後に米国ダラスでロータリークラブの
会員となった日本人がいます。三井物産に勤めて

２）ポリオ根絶広報のお知らせ及び「スリー
デーマーチ」参加協力依頼

おられた福島喜三次先輩です。その福島氏が幹事

10月24日は世界ポリオデーです。ＲＩでは、

を務め米山記念奨学金でも有名な米山梅吉氏を会

この日にポリオ根絶を訴えるイベントや広報

長に頂き日本初のロータリークラブが１９２０年に

をお願いしておりますが、当地区は第２７７０

発足した事を先程鈴木ガバナーより学びました。

地区と共同で、読売新聞埼玉版に全紙カラー

福島氏は大阪転勤により１９２３年、大阪ＲＣ創
立会員ともなりました。この年に関東大震災が発
生、彼はクラブ幹事として、世界の各クラブから
の救援物資を東京へ輸送するなど、大活躍しまし
た。大変誠実な人として知られ、座右の銘は「利
他即自利」。 日本のロータリー創設者として有
名な米山梅吉氏、日本人第一号ロータリアンで
あった福島喜三次氏といった先輩たちが自らを捧
げて来られたのですね。
来年、日本のロータリークラブが１００周年を
迎えます。誇らしいことです。
そのロータリークラブの運営を支えて下さって
いるのが地区ということになります。ガバナー選

1頁に「ポリオ根絶」を訴える広報を掲載し
ます。各クラブに於かれましてもポリオ根絶
を訴えて頂きますようお願い致します。尚
地区では、11月3日に東松山で行われる「ス
リーデーマーチ」にEND POLIO NOWの赤い
Tシャツを着用して参加し、アピールにご協
力下さる様お願いします。是非参加下さい。
３）ハイライトよねやま２３５号受信
１、第２グループ第３回会長幹事会の案内
日時：１１月１３日（水）
場所：ベルセゾン

点鐘：６時

２Ｆ Kashiw

１、朝霞ロータリークラブより第２グループ第２
回会長・幹事会議事録受信
１、立教学院より地元関係者との懇親会のお誘い

出で苦労した当２５７０地区で再びガバナーの要

日時：１１月1４日(木)

交流会１８時

職について頂いた鈴木ガバナーに心より感謝申し

場所：立教大学キャンパス

上げます。まさに幕末の志士たちのように自らを

１、朝霞ロータリークラブより年度計画書拝受

奉仕に捧げられていらっしゃいます。

１、朝霞キャロットＲＣより例会変更拝受

本日は鈴木ガバナー誠にありがとうございます。
ご指導ご鞭撻どうぞ宜しくお願い申し上げます。
本日は例会後のクラブ協議会まで活発に盛り上
がって行きたいと思います、皆さんどうぞ宜しく
お願いします！

１、他クラブ会報（西那須野・朝霞・志木・富士
見）各ロータリークラブより拝受
１、にいざけやき１０月号拝受
１、新座市民まつり収支報告書回覧
１、日東観光（株）より２０２０年国際大会参加
旅行募集の案内回覧

寄付金贈呈
新座ＢＳ第１団

団委員長

委員会報告
山本

誠一

社会奉仕委員会

委員長 森

克巳

新座ロータリークラブの皆様から、長きにわた

新座市民まつりは台風１９号の影響により中止に

り新座ＢＳ・ＧＳ中央育成会に対し賛助金を受け

なりました。準備した商品は次年度に送ります。

賜わりありがとうございます。新座ＢＳ・ＧＳ中
央育成会を代表して心より感謝申し上げます。
本日頂いた賛助金は、今後の各団の活動資金と
して有効かつ適正・公正に活用させて頂く所存で
ございます。今後共宜しくお願い申し上げます。

親睦活動委員会

委員長 宮川

勝平

「１０月度会員親睦委員会」のお知らせ
日時：１０月２４日（木）１９時～
場所：ベルセゾン

１階 「吉祥」

会費：５，０００円

新座市美しい街づくり委員会
会長

ご参加下さいますよう宜しくお願い致します。

獅子倉眞一
米山記念奨学委員会

委員長

神谷

億文

先日、米山月間に因んでの卓話をさせて頂きま
したが、ロータリークラブの奉仕理念に感銘を受
けた米山梅吉氏は東京ロータリークラブを創立。
そして米山翁の偉業を記念して立ち上げた「米
皆様ご存知の事と存じますが、平成１６年に新
座ロータリークラブ創立３０周年記念事業の一環
として、新座駅前にイルミネーションの設置をし
て頂き、その管理委託を受け今年で１６年目にな
ります。

山基金」は日本と世界を結ぶ懸け橋として後世に
残したい有意義な事業に成長しました。
１０月は米山月間になっております。ご無理は
申し上げられませんが、できるだけ全会員の皆様
の善意の寄付金をお願い申し上げます。

頂いた浄財を活用して、今では環境にも配慮し

スマイル報告

ＬＥＤに交換して当時よりバージョンアップされ
ております。そして、新座駅を利用する方や付近
の住民の皆様に大変喜ばれております。
また、市役所には、イルミネーションを楽しみに
している方から『何時点灯するのですか』と問い
合わせが来るようになったそうです。
取り付ける我々も大変うれしく思っております。
毎年１２月１日より１月３１日の２ヶ月間点灯
しておりますので、是非皆様も見に来て下さい。

親睦活動委員会

委員 鈴木

明子

陣野壮太郎会員 鈴木ガバナー、藤倉地区幹事、
松川ガバナー補佐、ようこそ新座ロータリークラ

ＲＩ会長のテーマ
『ロータリーは世界をつなぐ 』

ブへお出で下さいました。地区運営ありがとうご

マロ―二―会長講話要旨…国際協議会(2019・1)

ざいます。本日、宜しくお願いします。

強調事項１

石原

勇介会員 鈴木ガバナー、松川ガバナー補

佐、藤倉地区幹事、ようこそ新座ロータリークラ
ブへ。お越し頂き誠にありがとうございます。ど
うぞよろしくお願い致します。

ロータリーを成長させる。奉仕やプロジェクト
のインパクトを成長させる。
会員基盤を成長させる。つまり会員増強。
強調事項２

岡本比呂志会員 鈴木ガバナー、ようこそ新座ク

ロータリーの活動と家族の時間を補完させる。

ラブへ。ご指導宜しくお願い致します。台風１９

つまり柔軟性

号で被害を受けた全国各地の皆様に、心より御見

強調事項３

舞申し上げます。

忙しいロータリアンもロータリーのリーダーに

岡野

なれるように。自分たちで作った障壁を排除す

元昭会員 鈴木ガバナーご指導を宜しくお

願い致します。
森田

る。これも柔軟性。

輝雄会員 鈴木ガバナーようこそ！よろし

強調事項４

くお願いします。

ロータリーの活動(６つの重点項目）は、より

小泉

健康で・平和で、持続可能な世界に向けた国の

哲也会員 鈴木ガバナー、本日はよろしく

ご指導の程お願い申し上げます。

コミットメント（約束・責任）※を共有してい

神谷

稔 会員・大塚 誠一会員・金子 幸男会員

る。ロータリーは奉仕と平和の精神の下、世界

宮川

勝平会員・増渕 和夫会員・出浦 惠子会員

神谷

浩一会員・大塚 雄造会員・萩原 勇 会員

龍山

利道会員・松岡 昌宏会員・鈴木 明子会員

森

克巳会員・髙𣘺 遼太会員

『鈴木ガバ

ナー、藤倉地区幹事、松川ガバナー補佐、ようこ
そ新座ロータリークラブへお越し下さいました。
本日はご指導宜しくお願い申し上げます』

中の人々と繋がっている。
※SDGs

Sustainable Development Goals
17項目、2016年～2030年に達成

ロータリーは世界をつなぐ
私達ロータリアンは世界で・地域社会でそして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた
めに、人々が手を取り合って行動する世界を目
指しています。………ビジョン声明
ロータリーを通じて私たちは繋がります。

ガバナー講和 「ロータリーって何？」

ロータリーで私達はお互いの違い(人種や宗教
・言語)を超え、深く意義ある形でつながる事

ＲＩ第２５７０地区

ガバナー鈴木

秀憲

が出来る。ロータリーが無ければ出会う事が無
かった人や支援を必要とする人びととのつなが
りをもたらしてくれる。私たちは全員が属する
世界的なコミュニティの人達とつながってい
る。ロータリーの中核にあるのがこの「つなが
り」、これが２０１９－２０年度のテーマです。
地区は
つなげる：未来へつなぐ

【私の年度の運営指針】
マーク・ダニエル・マロ―二―ＲＩ 会長
(米国・ディケーターＲＣ、1955年生、25才入会、
30才クラブ会長、34才ガバナー)

〇組織の未来へつなげる 組織運営を ガバナー
の早期選出 地区戦略計画の第1歩
〇個人の未来へつなげる 奉仕活動を奉仕する事
は個人の未来の為 結果として

地区のサブテーマ

地域社会で奉仕するとは？

変化：変える(基本に返る)

他の人や団体或は自治体等の目が届かない事・

〇不合理な事・不便な事に対処すると、結果、変

手が届いていないことに着目・実施する。「目

化しなければならなくなる
〇長い間に、必要に応じて変化した事は進化。

立つ事をする」という事ではない。
国際社会で奉仕するとは？

周囲の環境変化の為、一時的に変化したものの

ロータリーの世界的ネットワークを活用しての

その後の周囲の状況変化（元に戻る、更に進化

活動。人道的奉仕や次世代の育成(国際交流）

する）に対応出来ていないものは、一度基本に

等がある。貴方も参加しませんか

返り、新たな変化に対応する。

ロータリーの目的の第１項「知り合いを広め奉

※変化の為の変化は不要。奇を衒い単に変化を

仕の機会とする」を簡単に表現

求める必要はない。

上記「ロータリーって何？」をシートにして作

地区運営で私が心掛ける事
地区組織の簡略化、基本に返る、説明の簡略化
クラブにお願いする事

成しました
ロータリーの広報
(公共イメージと認知度の向上)

クラブ運営に柔軟化を、意識改革（自分で壁を

ロータリアンが思っている程には世間の方々に

作らない・型に嵌め込まない）

知られていない。だから広報大切。⇒ロータ

※壁を作る・型に嵌め込む・前例がない等は後

リーって何？ ロータリーの説明をした後で、

ろ向き。是非前向きな考えを自分の将来の為に

(その一環としての）夫々のクラブの社会奉仕等

なる

について話をする。⇒ロータリーの目的と、夫々

本年度ガバナーとして
ロータリーって何？
世間の方はご存知ない。ロータリアンは活動が
多岐に亘り、上手く説明出来ない。
どうしたら分かって頂けるか
・ロータリー共通の内容を説明・ロータリー共通
の内容とは・ロータリーとして不変のもの。
・ロータリーの目的
ロータリーの目的を言えますか？
（世間の方々が理解できますか）
ロータリーの目的（RI定款4条、クラブ定款5条）
自分自身と職業を磨きながら、地域や国際社会
で奉仕する団体。貴方も参加しませんか？
自分を磨くとは徳望を身に着ける事
徳望は徳が高く、人望がある事。自分の人格を
高める。高学歴や高収入を指すのではない。職
業を磨くとは、地域の役に立つ仕事をする事。
高潔性をもって。会社を大きくする・利益を上
げるという事ではない。まして上場企業になる
事でもない
※昨今、国際ロータリーの中では、職業奉仕を

のクラブの奉仕活動の関連性を理解して頂ける。
だが、しかし (広報する場合の留意点)
どんなに旨い事を言っても、他人（世間の人）
は、その人の云っている事よりも、その人の行
動を見ている。その団体の広報している事より
もその団体の活動を見ている。又、団体の場合
は構成員を見ている。
広報する場合の留意点……(個人)
だから私たちは日頃の言動に注意する必要が有
る。それは窮屈だ。そんなことは有りません。
ロータリアンですから。
日頃の言動に留意すべき行動規範
５つの中核的価値観
SERVICE(奉仕)、FELLOWSHIP(親睦)、
Friendship（単なる友）、
Fellowship（同じ目的の仲間)
DIVERSITY(多様性)、INTEGRITY（高潔性）、
READERSHIP(指導力)
それと社会奉仕の内容が大切。前出「地域社会
で奉仕するとは」を基本とし以下を参考に。
(個人)

ロータリアン自身が広告塔……１

軽視しがちであるが「職業奉仕こそ日本のロ

ロータリアン自身が広告塔です。私生活でも生

ータリーの原点である」と私は考えています

き生きと輝いて活動して下さい。

そして自分自身と自分の職業を磨いた上で、地域

地域にとって必要で、長年に亘って行うべき事

や広域での業界活動でも、或は地元商工会や商

は、自治体と協力、若しくは委譲する事も考え

工会議所でも、法人会、労働基準協会等でも活

るべき。……そうすれば新しい奉仕活動が可能

躍して下さい。

になります。これらについては社会奉仕に関す

(個人)

ロータリアン自身が広告塔…… ２

る声明(手続き要覧5・6頁)に

そして経済活動以外の地元の自治会活動・消防
団・交通安全協会等、ロータリー以外の地域団

クラブ協議会

体でも活躍して下さい「流石市民のリーダー」
と言われる様に。間違っても「ロータリーで忙
しいから」と言って地域での奉仕を疎かにしな

Ａグループ

発表者

大西 克幸

いで下さい。
広報する場合の留意点…(クラブ)各クラブ強調
同一地域に数クラブが併存する場合には（広報
の効果を考えるなら）強調した事業をアピール
するべき。ポリオ撲滅（最近は根絶）は分かり
易い。地域社会でも協調した事業を考えて下さ

会員増強・育成について活発な意見交換をした。

い。このことは、各クラブの奉仕活動を規制す
るものではありません。
社会奉仕で留意すべき点…１

見直し

Ｂグループ

発表者

岡本比呂志

長年に亘って行ってきた奉仕活動もたまには見
直しをして下さい。奉仕活動を始めた当時と今
では社会情勢も大きく変化しています。（昔は
有難かった。でも今では迷惑とは言わないまで
も有り難くない）
地域で必要とされているか？
必要でない事を行っていると、マスターベー
ションと言われかねない。他の団体や自治体が
類似事業を行っていないか？見直した結果、必

１、ロータリーを分かりやすく説明し発信する事
２、台風１９号に関して地域の防災にどう係わっ
ていくかについて活発な意見交換をした。

要なら是非継続して下さい。
（必要が亡くなったら…使命を果たしたなら…
その事業はやめて、そのエネルギーは支援を必
要としている他の事業に充てて下さい）
社会奉仕で留意すべき点…２ 共同・協力・委譲
地域にとって必要だけれど、クラブとして事業
が大きすぎて負担が多い場合は、他のクラブと
合同で、又は他の団体と共同で行う事も検討し
たら如何でしょう。こうすれば他の団体から理
解を得易い。

全会員でお出迎え
鈴木ガバナー遠路お越し頂きありがとうございます
新座ロータリークラブ事務局

http://www.niiza-rc.jp

国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406
電話
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