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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２６１ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 11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  「奉仕の理想」 

・司会者名 仲 文成ＳＡＡ          ・発行月日 平成 28年 11月 22日（火） 

・来訪者名 中村靖治パストガバナー（吉川 RC） 

      原 美光様（越谷東 RC） 加藤盛也様（越谷東 RC） 

鈴木 宏様（㈱東京しょくいく） ウラガ様（ボランティアチェーン モフザンバラ） 

リョウ・シン様（中国） ワン・チェン様（中国）（文教大学留学生） 

 

佐々岡 修会長 

本日は大勢のお客様にお

越しいただき、たいへん嬉し

い限りです。中村パストガバ

ナーには卓話をお願いして

おりますので、楽しみにした

いと思います。 

報告になりますが、越谷東

RC 主催の高校生野球大会が 

3 日に開催され、私も出席してまいりました。もう一つ嬉

しい報告があります。わがクラブの天草大陸会員が旭日小

綬章を受章されました。クラブにとってもたいへん喜ばし

いことですので、共に祝うことができればと思います。 

さて、今月は財団月間です。ロータリー財団 100 周年で

もありますので、皆様には寄付のご協力をお願い致します。 

 

 

１．地区より「『友』11 月号記事の案内」がきています。 

２．財団ニュース 11 月号が届いています。 

３．越谷北 RC より「家族同伴国際親善旅行の案内」がき 

ています。 

日程・場所：平成 29 年 3 月 16 日～20 日 バリ島 

越谷北 RC11・12 月の例会案内がきています。 

■訃 報 

太田洋壽名誉会員が逝去されました。ここに謹んでご冥福

をお祈り申し上げます。（全員で黙祷） 

 

 

■親睦委員会            山川純也副委員長 

クリスマス家族例会〈12／18（日）〉の詳細を配布しまし 

たのでご覧ください。楽しいゲームも企画していますので、 

お誘い合わせのうえ多数の出席をお願い致します。 

■ロータリー財団委員会        菊地貴光委員長 

財団地区補助金を活用した科学の DVD がほどなく届くと

思います。ミラクルからも感謝状を贈呈したいという連絡 

がありました。DVD 贈呈式、感謝状授与式など日程を調

整しながら進めたいと考えています。 

 

   

 皆さん、こんにちは。次年

度第 8Gガバナー補佐を担当

致します原と補佐幹事の加

藤です。前年度から研修を受

けることになりたいへんな

時間を費やしていますが、し

っかりやりなさいというこ

とだと思っています。どうぞよろしくお願い致します。 

 

   

こんにちは。中国からの留学 

生でリョウ・シンと申します。 

四川省・成都の生まれです。日 

本へ来て 2 年が経ちました。文 

教大学へ入るまでは、神奈川県 

の日本語学校で一年半ほど学び 

ました。その時は親戚の家でお 

世話になりましたが、今は一人暮らしをしています。卒業

後は可能であれば大学院へ進学したいと思っています。 

 

ワン・チェン様(文教大学留学生) 

皆さん、こんにちは。中国の

北京から来ましたワン・チェン

と申します。文教大学の日本語

文学科 1 年生です。文教大学別

科で 1 年間勉強してから進学し

ました。文教のローターアクト 

クラブに参加し、越谷市民まつりでギョーザを作りました。 

 

 

 皆さん、こんにちは。東京しょくいくの鈴木と申します。

本社が埼玉にありますので、これからロータリークラブに

参加して活動を共にしていきたいと考えています。昨日モ

ンゴルから戻りました。現地にあるモフザンバラ（ボラン

ティアチェーン店）ではモンゴルがこれからさらに発展す

るために日本と同じようなコンビニシステムを作りたい 

 

次月・次週インフォメーション 

11／22 通常例会 卓話 

        ／29  休   会 

12／  6  通常例会 理事会 

 

 

 

中村隆雄幹事 

鈴木 宏様（㈱東京しょくいく） 

原 美光様（越谷東 RC） 

リョウ・シン様(文教大学留学生) 



と準備を進めています。本日は研究と視察のために来日し

たウラガさんを連れて来ました 

のでアドバイスなどいただけれ 

ばと思います。 

 

ウラガ様（VC モフザンバラ） 

こんにちは。モフザンバラ副 

社長のウガラです。10 年前から貿易サービスなどをして

きましたが、2015 年からコンビニのプロジェクトを進め

ています。鈴木社長に協力していただいて日本で勉強した

り調査をしているところです。よろしくお願いします。 

 

中村靖治パストガバナー（吉川 RC） 

 皆さん、こんにちは。ロータリ

ーならではの雰囲気ですね。

今年は 3年に一度の規定審議

会が開催されて、これまでのル

ールがほとんどクラブの裁量に

任せるような内容に大きく変わ

り、自分たちの思ったクラブ作

りをしても良いことになりました。すでに出席や例会日数を自分

のクラブに合った形に変えたところもあります。職業分類も変わ

りましたが、今日お越しの鈴木宏さんは国際的な仕事をされて

いますので素晴らしい活躍をされるでしょう。ウラガさんも地域

で仕事を発展させるために、ロータリーのような場で大きなネッ

トワークを作ればよろしいと思います。また文教大学の学生の

方にも、ロータリーを知ることによって学校だけでなく社会教育

の一環としていろいろなことを学んでいただければと思います。 

「ロータリーは成人教育の最も優れた実験場である。ロータリ

ーの第一の目的は親睦と奉仕を通じて人を育てることにあり、

クラブの価値はそのクラブがいかなる人材を育てたかに

よって計られる。それ以外の何があるであろうか」（1974

－75 年 RI 会長）、会員を見ればクラブの中身がわかると言い

ました。九州に会員 3 人のクラブがありましたが、2 人が退会し

て会長 1 人になってしまいました。九州へ行ったときにその会

長に会ってどこかのクラブへ入ってはどうかという話をしたところ、

「私は年をとっていますがこのクラブの種になりたいと思います。

種は干からびて倉庫へしまっておいても、水をあげたり栄養を

与えれば必ず芽を吹いて花を咲かせ実をつけます。だからこ

のクラブは辞めません」と仰いました。その後、グループのガバ

ナー補佐がそこへ移籍して活動を続けた結果、来月には 11

名になって今後 20名を目指すということでした。そもそもロータ

リーは 4 人からスタートして今年 111 年目、今は 200 の国と地

域に 120 万人を超える会員がおります。 

今日は私が一方的に話をして皆さんに聞いていただいてい

ますが、学ぶ場でこのような形は実はあまり好ましくありません。

人間は読むことで頭に入るのは 10％程度、聞いても 20％、見

て 30％、見て聞いて 50％、自分で話してやっと 80％、行動しな

がら話すことで 90％、自ら声を発しなければなかなか覚えら

れないそうです。文部科学省では今までのような受け入れ

の授業ではなくアクティブラーニングを学校で取り入れ

ていくようですが、ロータリーでもこのような形で勉強会

が行われるようになると思います。 

ロータリーでは 3 つの戦略としてクラブを強くしましょう、目の

前に横たわる危機に対して我々ロータリーはどう手を差し伸べ

ることができるか（人道奉仕）、公共イメージを掲げています。ク

ラブを元気にして人道奉仕をしよう、世界で行っている良いこと

を広報しよう、とういうことですので頭に入れておいてください。

世の中に対して良いことをするという気持ちを持つ、親睦を図る、

いろいろな人の意見を尊重する（多様性）、そして高潔性とリー

ダーシップが大切です。自分の事業がうまくいかなければロー

タリーで奉仕活動をすることはできませんので高潔性、リーダー

シップをもって事業を伸ばすことが大切だとされています。 

先ほど規定審議会の話をしましたが、出席や例会日数以外

にも管理運営委員会があるか、公共イメージ委員会（広報委員

会）があるか、会員増強維持委員会があるか、奉仕プロジェクト

委員会があるか、ロータリー財団委員会があるか、この 5つの委

員会を作るよう規定されました。（地区組織について説明） 

「あなたは一日の大切な時間のほとんどをロータリーという組

織の活動に費やし、少なくないお金を奉仕活動に費やされて

いる。何か楽しいことでもあるのですか。あるとすればそれは何

ですか」、皆さんも聞

かれたことがあると思

います。忙しい中で

の活動ですが、信頼

できる仲間と共に社

会を良くしようとする

運動は自らを高める

ことができ、奉仕する

喜びと感動を得ることができます。ロータリーで活動しているうち

に多くの素晴らしい方との出会いを体験し、たくさんの仲間と知

り合うことができます。「一日一日を築いて生きてきたか、それと

もすり減らして生きてきたか」、皆さんはどうでしょう。人間は他

人から良いことをしてもらうよりも、他人に良いことをしたときに

「ありがとう」という言葉が返ってくることが何よりの喜びです。ロ

ータリーの使命は世のため人のために良いことをすることです

が、我々が築いてきたものをどう社会に与えるか、どれだけ与え

たかということがその人の価値だと言われています。お金や物

ではなく世の中に良いことをしようとする気持ちが大切です。中

クラブさんにはクラブの特色を出し、周りに呼び掛けながら活動

を進めていただきたいと思います。 

■スマイル報告          坪井 明親睦委員長 

・本日はお世話になります。中村パストガバナーの卓話が 

 楽しみです。              原 美光様 

・こんにちは。本日は久しぶりに例会場にお邪魔します。 

加藤盛也様 

・本日はモンゴル企業を紹介させていただきます。 

鈴木 宏様 

・本日は大勢のお客様で嬉しい限りでございます。中村 

 P.G の卓話で勉強させていただきます。皆様、本日もよ 

ろしくお願いします。          佐々岡 修 

中村隆雄、武藤正雄、菊地貴光、高橋 護、仲 文成 

小池和義、山川純也、山下良雄、坪井 明 小計 15,000 円 

■出席報告   小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

19 名 4 名 10 名  1 名 73％ 

 


