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◆ 会 長   小池 和義  ◆  幹 事   坪井 明 

例会日 火曜日 １２：３０ ～ １３：３０  理事会 １１：３０ ～ 

会 場 山下工務店 大袋 GL ２ 階       

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０   ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０          

創 立 １９９０年５月２２日    ◆ 会報作成 プログラム委員会 

第 １４５８ 回 例 会 会 報    

・例会月日 ２０２１年１１月３０日（火） ・点鐘時間 １２時３０分 

・例 会 場 山下工務店 大袋ＧＬ ２階  
・斉   唱  「君が代」「奉仕の理想」 ・司会者  山下ヨシ子 出席会場委員長 
          ロータリーの目的・四つのテスト 
・発行年月日 ２０２１年１２月 １４日（火） 

 

             松本 輝夫 ガバナー 公式訪問 
                     

【 会長挨拶 】 小池 和義 会長 
 

皆さんこんにちは。そして松本ガバナー ようこそお越し下さいました。 
先程 懇談会が行われ 私の方から は少ない人数のクラブに対しての公共イメージで 
あったり、戦略的な人の補充に関わる話 そして愚痴を含めたお話を聞いていただき 
ました。現状 13名の会員で 出来る事をしっかり行なわないとまた退会してしまう人が 
出てきてしまうので、入会した人が根を張れるクラブになるよう準備していかなければ 
ならないと思います。 
オープニングで「奉仕の理想」斉唱の際 CDが止まってしまうハプニングが起きました。 

しかし全員が音楽を待つ事無く大きな声で一丸となり唄い続けたのは越谷中ロータリークラブが一丸と 
なれる仲の良い所を松本ガバナーにお見せ出来たように思います！ 
今日は私達のクラブが 1歩でも 2歩でも前に進む蓄えとなるように卓話をしっかりと聞きたいと思います。 
本日は宜しくお願い致します。 

【 幹事報告 】 坪井 明 幹事 

＊越谷市市民祭り実行委員より 9月に行われました  
市民祭に協力した感謝状が届きました。 

＊本日お越し頂きました松本ガバナーより今年度地区大会 
での大懇親会・抽選会を行わなかった為  
地区大会記念扇子、羊羹を会員の皆様に頂きました。 

＊会長・幹事会が 12月 15日（水）に行われます。 
＊先週も実行委員長よりご案内頂きましたが、第 8グループ IM（インターナショナル 

ミーティング）開催のご案内が来ています 1月 13日（木）13時登録開始 越谷コミュニティセンターにて 
行われます。講師に柔道日本男子代表監督井上康生さんをお招き致します。 
ご参加の程宜しくお願い致します。 

＊2022年 2月 6日（日）インターアクト協議会のご案内が届きました。埼玉県立越谷南高等学校をホストと 
する各学校オンライン参加（ZOOM）で時間は 13時～15時 30分です。登録料は無料ですので掲示して 
おきますので興味のある方はご参加下さい 

＊訃報が届きました。越谷東ロータリークラブ 皆川健三会員（享年 76歳）11月 22日にご逝去されました。 
＊ロータリー財団ニュースが届きましたので 掲示しておきます。 

【 委員会報告 】 山﨑 晶弘 親睦委員長 

             先ずは 松本ガバナー、山口地区副幹事、大濱ガバナー補佐幹事 ようこそ 
いらっしゃいました。また松本ガバナーにおきましてはご指導の程宜しく 
お願い致します。 
本日皆様に配布させていただきました クリスマス家族例会について 
お話させて頂きます。 

次月インフォメーション 
 

7 日（火） 理事会 11 時 30 分～ 

 第 1 例会 12 時 30 分～ 

会員卓話 

14 日（火） 第 2 例会 12 時 30 分～ 

 クラブ年次総会 

表敬訪問：越谷南 RC 

     小林 武弘 会長 

三上樹一郎 幹事 

21 日（火） クリスマス例会 18 時～ 

        浅草ビューホテル 

28 日（火） 振替休会 

 ＊予定が変更になることがあります 

予めご了承下さい。 

 



日時は 12月 21日（火）18時より 場所は浅草ビューホテル２５階「舞」というスカイダイニングを使用させ
て頂きます。先程密の事を考えて“どの位の広さなのか？”という質問がありましたので お調べしましたら 
７６㎡ でした。家族同伴ですので皆様振るってご参加下さい。1点だけ大変申し訳ございませんが 返信頂く
FAX番号が間違えておりましたので訂正下さい（ ○誤 03-3859-3516 ➡ ○正 03-3859-3416 ）出来ましたら来週
参加費用の集金もお願い致します。 

【 卓 話 】 国際ロータリー 第 2770地区 松本 輝夫ガバナー 

年度計画書にもありますように RIテーマ「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 
(Serve to Change Lives) を第 2770地区活動方針としています。 
年度計画書の表紙にも描かれています  地球儀を右手で支えているテーママークは 地球を私達ロータリアンが
支えていきますという事をデザインしたもです。 
 

本年度の RI会長 シェカール・メータさんが 
              国際協議会でテーマを発表されたビデオを 

紹介します。全体で 50分程ありましたので 
8分程度に編集しましたので先ずはご覧下さい 
全文は年度計画書に記載されております。 
        

  RI会長の第 1標語に “奉仕は みんなの人生を 豊かにする魔法の力がある” とあります。 
奉仕をする時 誰かの人生だけでなく自分の人生も豊かに出来るという事です。インパクトある奉仕事業という
お話をされておりまして クラブ基盤の整備・会員の皆様が積極的に奉仕事業或いはクラブの事業に関わって 
ほしいと話され今年「ロータリー奉仕デ―」を設ける事を希望していました。ロータリアンだけでなく 
他の奉仕団体、企業、行政、報道機関が合わせて行う事によってインパクトある奉仕事業をして MY ROTARY内 
ロータリーショーケースという所に載せて頂ければ世界中にロータリーがどんな事をやっているかを理解して
もらえるのではないかと話されています。現在世界中のロータリアン 120万人これを来年７月迄に 130万人に
してほしい そのためには 会員１人が 1人の新しい入会者を連れて来てほしいという事も言っておりました。 
また奉仕の関係では女子に対するエンバイロメントという事でインドというお国柄もあるのでしょうか女性に
対して社会的に地位の低い 特に女性の子供に対して教育事業等を Teachプログラムという事で行っています
が これを世界的にエンバイロメントとして力添えを奉仕として考えてほしいと掲げられています。 
この発表があったのが 2月でした。当時オリンピックの森さんの女性蔑視発言があった時でこれも女性に対す
る社会的地位の問題という所から「なるほど世界中でそういう問題なんだな」と認識したものでした。 
地区運営方針は「COVID19に負けずに クラブに変化と成長を」を掲げています。 

昨年来の新型コロナ感染拡大の影響でロータリー活動、社会的活動が制限に直面しました。地区としてはロー
タリーが ZOOM等 ITの力を得てクラブに色々な変化をもたらし、更なる成長を遂げる こういう事を運営方針
として掲げようと決めております。その為に地区に IT委員会を設けるなどしてクラブの IT化に助力をしてお
ります。 
 次に地区の戦略計画についてお話させていただきます。 
地区のビジョン声明は 「 私たちは 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 
生む為に 人々が 手を取り合って 行動する世界を 目指しています」こういう地区になる為に 4つの大きな 
行動計画を定めています。「より大きなインパクトをもたらす」 「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的
な関わりを促す」「適応力を高める」ロータリー115年の歴史を刻みながら進化を遂げて参りました。 
私たちは常に変化しながら未来を繁栄させる事に力を注いで参ります。地区としてもロータリーのビジョン 
声明を達成するためにという事でこの 4つの項目に沿って活動をする戦略計画とします。 
 年度計画書 20ページに書かれています 地区運営方針 「より大きなインパクトをもたらす」内 ②「世界を
変える行動人」キャンペーンの推進と RIテーマ、中核的価値観の認識を深めます。とあります。 
「世界を変える行動人」キャンペーンとはロータリーの立ち上げた新しいグローバルキャンペーンです。 
ロータリーの名前は知っているが活動内容までは知らない人の為に地域社会と世界をよくするため活動してい
ることを知ってもらう事です。 
そして 中核的価値観の認識を深める とは 奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップこれが不変的 
ロータリーを定義付けるものである 
奉仕：個々のクラブの計画と活動実践を通じて奉仕する者に無類の喜びを与える 
親睦：個人奉仕だけでなく共同活動も必要 
多様性；地域社会の事業や専門職がくまなく代表されたクラブ 
高潔性：公平差、尊敬の念を持ちながら人々と付き合う 
リーダーシップ；様々な分野で指導力を発揮出来る世界的リーダーの集まり 

また、ポリオプラスの資金提供のおかげで根絶直前まできています。現在残っているのはパキスタン、アフガ
ニスタンです。昨年、一昨年と 100件以上ありましたが、今年は発症例がパキスタン 1件アフガニスタン 3件
です最近 政府で アフリカのザンビアという国でのマラリア根絶活動がありまして、ロータリー財団から 
２００万ドルを寄付するという発表がありました。 



 最後に 松本ガバナーより 会員増強についてお話頂きました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

                   

                  

 

 

 

 

松本ガバナー      大濱ガバナー補佐幹事 

有難うございました   有難うございました 

【 スマイル報告 】 

＊松本ガバナー、山口地区副幹事、 

大濱ガバナー補佐幹事 ようこそ！ご指導の程よろしくお願い致します。・・・・・小池 和義 会長 

＊松本ガバナー、山口地区副幹事、大濱ガバナー補佐幹事 ようこそお越し下さいました。 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。坪井  明 幹事 

＊松本輝夫ガバナー 本日は宜しくお願いします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下 良雄 会員 

＊松本ガバナー、山口地区副幹事、大濱ガバナー補佐 ようこそ！本日はご指導宜しくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  仲 文成 会員 

＊松本ガバナー 公式訪問 よろしくお願いいたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大野 弘 会員 

＊松本ガバナー、山口地区副幹事、大濱ガバナー補佐幹事 今日は宜しくお願いします。・・・ 山﨑 晶弘 会員 

＊本日のガバナー公式訪問楽しみにしておりました。皆様よろしくお願い致します・・・・・田中 のり子会員 

＊松本ガバナー、山口地区副幹事、大濱ガバナー補佐幹事本日は宜しくお願い致します。・・山下 ヨシ子 会員 

＊松本ガバナー、山口地区副幹事、大濱ガバナー補佐幹事本日よろしくお願い致します。・・秋元 志津子 会員 

 

【 出席報告 】 スマイル金額 11,000円 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

13名 1名 9名 3名 0名 75％ 

人の集まらないクラブの特徴 

毎年なんとなく会員増強している。 

会員増強の目標は、純増１から２名。 

増強委員長がなんとなく声をかけている。 

新しい会員にロータリーを教えない 

若い会員が例会や懇親会で肩身が狭い。 

ホームページやリーフレットがない。 

毎年同じような活動・クラブの方向性がない。 

楽しいクラブ運営 

しっかりした例会運営 

充実した卓話 

委員会の開催 

委員会別飲み会 

クラブ内・地区の同好会 

奉仕活動の誘い 

炉辺会合 

若手会  etc… 

松本ガバナー 

 本日はとても貴重な卓話をありがとうございました。 

今後のクラブ運営に役立たせて頂きます。 

              越谷中クラブ 会員一同 

 

松本ガバナーより 

頂きましたメッセージ 


