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第 １３２９ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 30年 5月 8日（火）  ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階 ・斉唱ＲＣソング  「君が代」「奉仕の理想」 

・司会者名 坪井 明出席・会場委員長 ・ロータリーの目的・四つのテスト 

・発行月日 平成 30年 5月 22日（火）        山﨑晶弘管理運営部門長 

 

 

            中村隆雄会長 

 皆様、こんにちは。今月

ロータリーでは青少年奉

仕月間ですが、台北百城ク

ラブとの合同例会を行っ

たばかりですので、今日は

国際奉仕について歴史的

経緯や姉妹クラブ、友好ク

ラブについて話をさせて

いただきたいと思います。 

国内の各クラブは海外のクラブと「姉妹クラブ」「友好

クラブ」「Twin club」といった名称で長期的な友好関係を

築いています。その主な目的は国際親善と親睦活動の推進

にあり、海外のクラブと緊密な友好関係を進めているクラ

ブがたくさんあります。 

そこでロータリーの国際奉仕とその歴史的経緯につい

て調べてみました。 

〔ロータリーの心と実践 第 2 章 奉仕活動の概念と手法〕 

9,1 国際奉仕とその歴史的経緯 

ロータリーの第 4 奉仕部門で国際理解、親善、平和を推進

するために実施する全ての活動を言います。初期ロータリ

ーには今日の人道的奉仕活動を主体とした国際奉仕の概

念はありませんでした。しかし、第一次大戦中の 1917 年

頃より米国やカナダ、ヨーロッパのロータリークラブが各

地の避難民や傷病兵、復員してくる軍人に対するボランテ

ィア活動や物資援助を行うなどの歴史的背景を受けて、

「奉仕の理想に結ばれた事業と専門職務に携わる人およ

び地域社会のリーダーの世界的親交によって、国際間の理

解と親善と平和を推進する」という国際奉仕の概念が

1922 年に綱領の第 6 項目として正式に明文化され現在に

至っています。 

2 度にわたる世界大戦を通して世界平和を願うロータ

リアンは、1945 年には米国合衆国国務省から要請を受け

て 49名が国連憲章の原案作成作業に参加したと言われて

います。これはロータリーの歴史の中でも特筆すべき国際

奉仕活動でしょう。 

当クラブの友好クラブである台北百城クラブとの交流

につきましても、大切な国際交流として継続していければ

と考えております。 

 

高橋 護幹事 

１．越谷 RC より 5 月の 

  例会プログラムがき 

  ています。 

２．5 月の財団 NEWS が 

  きています。 

３．地区より「ローター 

  アクトを中心とした 

  合同奉仕事業の案内」 

  がきています。 

  日  時：6 月 3 日（日）am9：30 集合 

  場  所：介護老人福祉施設 ちとせ（春日部市） 

  ※参加者はお申し出ください。 

４．地区より「2018 年 RYLA セミナーの案内」がきてい 

  ます。20 歳以上の有望な人材を推薦いたたきたいと 

  のことですので心当たりのある方はお申出ください。 

 

 

天草大陸会員（8 日誕生） 

古賀正則会員（23 日誕生） 

天草大陸会員（18 日結婚） 

菊地貴光会員（19 日結婚） 

 

■台北百城クラブ合同例会について 

山川純也国際奉仕委員長 

皆様のご協力のもと、台北百城ク

ラブ合同例会およびバス旅行、 

親睦ゴルフ、見送りまで無事終え

ることができ、また、皆様のお口

添えにより合同例会は予定より

多くの方に参加いただきました。 

会場が少々手狭だった点や行き違いなどいくつか反省点 

はありますが、多くの方に楽しんでいただくことができて 

何よりだったと思います。有難うございました。 

■ごみゼロ運動について    高橋 護幹事（代理報告） 

第 35 回越谷市内清掃美化運動（ごみゼロ運動）が実施さ

れますので皆様の参加をお願い致します。 

日  時：5 月 27 日（日）am8：30～10：00（雨天中止） 

次月・次週インフォメーション 

5／15 休会 地区研修･協議会へ振替  

／22 通常例会 

／29 親睦夜間例会 

6／ 5 通常例会 

／12 家族親睦例会へ振替 

 

５月の誕生・結婚祝い         おめでとうございます 



※実施場所については明日のごみゼロ協議会の後、皆様に 

Fax でお知らせ致します。尚、当日はピンクのベストと帽子を 

着用願います。中止の場合は午前 7 時から順次責任者（大野 

委員長）に連絡が届くことになっています。 

■2018－19 年度計画書等について    菊地貴光幹事 

3 点について案内と依頼をさせていただきます。 

・例会後半で地区研修・協議会の報告をお願い致します。 

・5／22 例会で高橋次年度会長から次年度の年間計画と 

予算について提示させていただきます。 

・年度計画書委員会方針について未提出の方は 22 日例会

時あるいは fax にて提出をお願い致します。 

 

2018 年地区研修・協議会 各部会の報告 

■幹事部会           菊地貴光次年度幹事 

過去に幹事を経験された方もおりましたが、今回初めて幹事を  

務める方も多く、担当者から幹事の仕事や心構えを含めたお 

話をいただきました。様々な提出物については期限をしっかり 

守るよう依頼がありましたので、皆様には確認事項も多くなると 

思いますがご協力をお願い致します。年度計画書は 7 月の新 

年度までにガバナー事務所へ送付しなければなりませんの 

で、委員会活動方針は早めに提出をお願い致します。 

■管理運営部会         山下良雄次年度副会長 

管理運営部門の役割はクラブ活性化のためにクラブの円滑な

運営をお手伝いすることにあります。この部門には管理運営部

門担当諮問委員、管理運営部門委員長のもと、クラブ活性化

委員会、RLI 運営委員会、学友管理委員会があり、工夫を凝

らした企画によってクラブのコミュニケーションや会員同士の絆

を深めるよう努めなければなりません。クラブ委員会やクラブ例

会・協議会等の手配を担当し、参加型の楽しい例会になるよう

卓話リストも預かっています。 

■公共イメージ部会   中村隆雄次年度クラブ奉仕委員長 

これまでの広報部門が新たに公共イメージ部門と改称されまし

た。浅水 PG のスピーチでは会員増強、クラブの活性化、アド

ベカシーの重要性とロータリーだけで活動するのではなく企業

や団体と共に活動しながら奉仕活動を進めていくことが大切で

あるという話があり、ロータリーの友担当者からは『友』の生い立

ちについて教えていただきました。詳細は会報 28 号会長挨拶

に掲載していますので、そちらでご覧ください。 

■会員増強維持部会 

佐々岡 修次年度会員増強・退会防止委員長 

会員増強維持をどのように行っているのか、各規模のクラブか

ら発表がありました。会員維持はもちろん必要だが新メンバー

を増やすことに注力しているというクラブ、また新入会者に入会

して良かったと実感してもらえるように何か役割を担ってもらっ

て順調に会員を増やしているというクラブなどいろいろな報告

がありました。当クラブでも 30 周年に向けて一人でも多く会員

を増やすように努めたいと考えていますので、皆様のご協力を

お願い致します。 

■社会奉仕部会    小池和義次年度社会奉仕委員長 

4月末までに地区補助金申請をすること、地区補助金を使う上

でなるべく多くの会員が参加できるようなイベントを設けるよう指

導があり、ブライダル委員会からはロータリアンの紹介であれば

ロータリアン以外の人でも登録可能ということでカード登録が呼

びかけられました。相応しい方がおられましたら登録をお願い

します。合わせて腎・アイバンクへの登録依頼もありました。 

■国際奉仕部会    山川純也次年度国際奉仕委員長 

国際奉仕部門には国際奉仕委員会と国際交流委員会があ

り、ハンブルグ国際大会（2019.6.1～5）への参加推進、韓国

3750 地区との交流のサポート、姉妹・友好クラブの紹介とマッ

チングの支援、地区大会での海外からのお客様の接待やもて

なしを推進します。Twin（双子）クラブという名称は初めて耳に

しましたが、これは特別なプログラム（国際奉仕プロジェクト、青

少年交換あるいは友情交換）を共同して実施し、友情を深めよ

うとする 2つのクラブのこと。強い絆で結ばれている 2つの異な

る国のクラブで成り立っている、とのこと。当クラブの国際食文

化交流会はご存じの方も多く、マンネリ化しない形でこれからも

開催していければと考えています。 

■会長部会          高橋 護会長エレクト 

大貫ガバナーからスピーチ（「リーダーシップとは何か」）があり 

メンバーの能力を最大限に引き出し、全員に最大の成果を引 

き出すよう適材適所に人員を配置することが重要だと述べられ 

ました。田中研修リーダーからは、仲の良いクラブや奉仕活動 

に熱心なクラブ、周年を迎えるクラブについては注意をするよう 

指導いただきました。仲の良いクラブは閉鎖的で会員が入会し 

辛い、奉仕事業に熱心なクラブは定着事業が多くマンネリ化し 

ているため退会者が出易い、周年を迎えるクラブは一区切りの 

ところで退会者が出易いためクラブを一つにするための周年 

事業として一致団結してほしいという内容でした。次年度地区 

会計については上期地区分担金と特別分担金を 7 月末日ま 

でに納入するよう依頼がありましたのでご協力お願いします。 

■スマイル報告     小池和義会員増強維持部門長 

・本日の理事会、例会よろしくお願い致します。中村隆雄 

・台北百城クラブ合同例会、お疲れ様でした。本日もよろ 

 しくお願いします。            高橋 護 

・遅くなりました。本日もよろしく。     武藤正雄 

・長い連休でした。これから頑張るぞ。    山下良雄 

・寒暖の差がまだ少しです。健康管理に注意しましょう。

仲 文成 

・今日は寒いですねぇ。ご自愛ください。   山﨑晶弘 

・本日もよろしくお願い致します。      菊地貴光 

山川純也、坪井 明、佐々岡 修、小池和義 小計 11,000 円 

■出席報告        小池和義会員増強維持部門長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

20 名 4 名 11 名  3 名 87.5％ 

 

第 11 回理事会の協議・報告事項 

・5 月・6 月の例会確認（5／27 ごみゼロ運動実施） 

・台北百城クラブ合同例会について 

 山川国際奉仕委員長より会計報告（承認） 

（杜様の弔慰金返金の件、バス旅行キャンセル料の件、

見送り時の会員食事代の件、反省会の件他） 

・2019－2020 小林年度地区副幹事について 

 大野会員、坪井会員を選出したが、坪井会員の次々年度会長就 

任決定により地区副幹事を辞退。後任者は早急に協議する。 

・秋元会員入院（クラブ慶弔規定に沿い見舞金） 

・婦人部慰労会について（詳細未定） 


