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メ- 第1395回

2016年11月1日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢クラブフォーラム｣

創立30周年記念ポリオ撲滅

チャリティゴルフ大会について

第1396回

.､　　　2016年11月8日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢浦和レッズについて｣

浦和レッドダイヤモンズ㈱

パートナー営業部　山本桂司様

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1394回･ 2016年10月25日(火)

司会　矢作謙一会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーダー　町田信行会員

お客様紹介　斉藤忠治副会長

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告　清水敏夫幹事

ご挨拶　浦和北RC　酒井貞一会長

委員会報告　地域奉仕プロジェクト委員会
吉村千秋委員長

国際奉仕プロジェクト委員会
囲谷昭吾財団担当委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

鈴木寿和委員

出席報告　クラブ運営管理委員会
山中重則副委員長

卓話者紹介　クラブ運営管理委員会
石井孝一委員長

卓　　話｢クラブ管理運営

及びクラブ奉仕について｣
地区管理運営部門
部門委員長　下　和雄様

点　　鐘13:30　横田　元会長



ylj+象　　　　　　　　　Rotary

本日は渡遠バストガバナー､酒井会長､北見幹事はじ

め浦和北RCの皆さんようこそお出で下さいました｡また､

我がクラブの記念ゴルフに大勢のご登録有難う御座いま

す｡感謝申し上げます｡そして本日の卓話者の下管理運

営部門委員長､本日は宜しくお願い致します｡

先週から昨日にかけまして30周年記念チャリティー

ゴルフ大会のお願いにて､浦和ダイヤモンド､さいたま

新都心､さいたまシティー､浦和北､さいたま中央､浦

和南RCに訪問して参りましたo　それぞれのクラブが大

変魅力が有り個性的な面を持っていて､大変勉強に成り

ました.是非皆さんもメーキャップをしてみて下さい｡

我がクラブとはまた違った雰囲気を味わう事が出来ると

思います｡また､昨日､内田ガバナー補佐が膝のお皿を

破損しまして入院されたの事､次回の会長幹事会が中止

と成りました｡一日も早い回復を願っております｡

さて､本日はTPPのお話ですが､私がこれからお話を

させて頂く事は最悪のシナリオを考えた物で､交渉によ

っては変わる事を前提にお話しさせて頂きます｡

TPP ｢日本と米国を中心に環太平洋地域による経済連

携協定｣と有ります｡ 12ヶ国の参加だそうですが､日

本とアメリカで貿易量では80%～90%を超えると言わ

れています｡又､例外無しの関税撤廃を目指すシステム

とメディアは報道してますが果たしてそれだけでしょう

か｡金融､医療､投資､農業など以外にも様々な私達の

生活に関わる約24分野に置いての事柄が含まれている

様です｡大きく分けて4つの条項をアメリカは要求して

居ると言われて居ます｡

①日本の皆保険は非関税の障壁である｡ ②遺伝子組み換

え商品は表示義務を禁止せよ｡ ③日本の自動車は安全基

準を下げ､軽自動車に至っては非関税の障壁である｡ ④

外国人労働者はビザ無で自由に就労可能にするべきであ

る｡このような要求をして居るようです｡

まだまだ懸案事項は有るようですが私が一番心配して

いる事は､皆保険を崩され医薬品の高騰です｡この分野

だけを考えて見ても100兆円を超える市場だそうです｡

全体で350兆円～500兆円を上回るとのこ事ですが､日

本の市場を虎視耽々と言った所でしょうか?

しかし乍ら､アメリカ大統領候補のトランプもヒラリー

も現在TPPに反対の立場を示しており､ちょっと理解に

苦しみますが､いずれにせよあまり歓迎できない代物に

思えてきましたが､皆さんはいかがお考えでしょうか｡

□理事会で承認されました2017-18年度青少年交換プロ

グラムスポンサークラブ決定説明会が10/30､午前11時

より､北浦和ターミナルビルカルタスホール､横田会長､

鈴木会長ノミニー出席

□年次報告書が届いております｡事務局にありますので

ご一読下さい｡

□内田ガバナー補佐が骨折､ 10/26の会長幹事会は中止

となりました｡

渡蓮和良バストガバナー･酒井貞一会長･北見圭一幹事･

古揮建治会長エレクト･斎藤光人SAA ･宮島誠出席副

委員長･中本敏也広報雑誌資料副委員長･脅藤文男会員

増強委員･小林洋一創立55周年委員

本日の卓話者地区管理運営部門委員長下和雄様

米山記念奨学生　烏日宇さん

浦和北RC酒井会長　北見圭一幹事

本年度浦和北ロータリークラブ第55代会長を拝命いた
しました酒井です｡浦和北東クラブさんにおかれまして

は創立30周年おめでとうございます｡ゴルフ大会には､

私どものクラブから5組20名が参加いたしますのでよ

ろしくお願いします｡私どものクラブは今年度創立55

周年です｡今月の28日に48名の会員で親睦ゴルフ大会

を行い､その後ロイヤルパインズに戻り､カラオケ大会

を行います｡また､ 30日には元浦和レッズの鈴木健太

選手のサッカー教室を開き､子供達のサッカー大会を行
います｡ぜひ応援お願い致します｡
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国際ロータリー第2770地区

管理運営部門委員長

下　和雄様(大宮シティRC)

『クラブ管理運営と

クラブ奉仕について』

大宮シティRCの下(しも)です｡本年度地区管理運

営部門委員長を仰せつかっております｡本日は石井管理

運営委員長から声を掛けて頂き､ ｢クラブ管理運営とク

ラブ奉仕について｣のお話をさせてもらいに参りました｡

こちらのクラブには大勢の知り合いがいらっしゃいま

して､横田会長をはじめ､篠原さん､富樫さん､関亦さ

ん､鈴木さん他いつもお世話になっております｡吉田様
′~ヽ　には卓話者バンクに登録頂いております｡

グループや地区のお手本でもある浦和北東さんで卓話

の機会を頂けた事に感謝申し上げます｡

本年度私の所属している管理運営部門は｢地区とクラ

ブの奉仕活動のお役に立つための部門｣で､財団部門は

その｢奉仕活動を行うための寄付を頂戴しそしてその寄

付を使って奉仕活動(ポリオ･奨学金･地区補助金･ V

TT等)をして頂くクラブのお手伝いをする部門｣です0

2006年度(飯野年度)までは四大奉仕の中のクラブ

奉仕部門で増強拡大退会防止を含めたロータリー情報を

主体とした部門でした｡ 2017年度(中村年度)にCL

Pがスタートし､会員増強部門と分かれて管理運営部門

という名称が新設されました｡ 2012年度(田中年度)

からクラブ活性化委員会とRL I運営委員会という名称

になって現在まで続いております｡

今年度のジョン･ジャームRI会長のテーマは

(　｢ROTARY SERVING HUMANITY人類に奉仕するロ
ータリー｣です｡そのテーマ日沿って浅水ガバナーは｢楽

しいロータリークラブを作り上げよう｣とういう地区運

営方針を掲げられましたo　ガバナーは楽しくカッコ良く

やりましょう｡とも仰っていました｡本日はその楽しく

カッコ良くロータリーライフを過ごすにはどうしたらい

いでしょうか?とう点に的を絞ってお話しさせていただ

きます｡

まず､ ｢楽しくやりましょう｣は私のクラブの亡くな

った潰野バストガバナーが口癖のように言っていた言葉

です｡ ｢例会は楽しくなくてはいけないよね｡ ｣ ｢楽し

いプログラムでないと出席率は上がらないよね｣と口癖

のように言っていました｡潰野は私のロータリーの師で

もありましたので､今日は潰野から学んだ言葉の一部を

皆さんに披露しながら話をさせて頂きます｡

｢クラブを活性化するにはどうしたらいいでしょうか?｣

というテーマについて提案を五つ挙げさせていただきま

す｡

END POuO NOW

1.クラブ内で研修セミナーを行なう｡ (研修例会の実施)

-ガバナー･地区各部門･元地区出向者を講師に招き､

｢研修｣という種を蒔いていただき｢活性花｣という花

を咲かせていただきたい｡

そして研修では､ロータリーの歴史(RIのプログラム

とR財団のプログラムについて)をやってもらいたい｡

2.メイキャップツアーの実施(他グループにも) -他ク

ラブの良さを参考に学んでくる｡

3.合同例会･合同奉仕事業の実施(他グループとも) ･･.

グローバル補助金へのチャレンジ

4.親睦プログラムの実施(ゴルフコンペ･バーベキュー

大会･餅つき大会･そば打ち家族例会･釣り同好会･囲

碁将棋同好会-)

5.楽しいプログラムで出席率アップ(卓話者バンクの利

用･会員卓話･･･) -入会希望者を例会に呼んで感動を与

えるプログラムを実施

私はスケッチを趣味として世界遺産を描いて回るのが

目標です｡今70歳ですので目標の88歳までにあと何枚

描けるか楽しみです｡

｢俺が俺がのがを捨てて　お陰お陰のげで生きよ｣感謝

と感動のロータリーライフを皆様と一緒に歩んで参りた

いと思っております｡

｢学べども　奥深しロータリー　されど楽しき　ロータ

リライフ｣ ､ ｢勉強する人に老化は有りません｣本日は

ありがとうございました｡

地域奉仕プロジェクト委員会

吉村千秋委員長

10/15線区区民まつりでは､風船とお菓子を配ったところ

好評でポリオ募金も3万5千円位集まりました｡ご協力

ありがとうございましたo　また､先日､浦和北クラブさ

んに当クラブのゴルフのお願いに伺いまして､ 5組も参

加いただくことになりました｡ありがとうございました｡

国際奉仕プロジェクト委員会

囲谷昭吾ロータリー財団担当委員長
11月は財団月間ですC　皆さんのご協力をお

願いいたします｡



浦和北ロータリークラブの皆様

会長酒井貞一様　本日はお世話になります｡今年度55

代目の会長を拝命致しました酒井でございます｡今日

は10名のメンバーでお邪魔致しました.お騒がせし

ますが宜しくお願い致します｡

幹事北見圭一様　浦和北東RC30周年おめでとうごいざ

います｡本日は敬意を表しまして､ 10名で出席させ

て頂きました｡宜しくお願い致します｡下さん卓話楽

しみにしています｡

バストガバナー渡遵和良様　本日はメーキャップさせて

頂きます｡宜しくお願い申し上げますQ　下管理運営部

門委員長様クラブ運営についての卓話楽しみです｡

宮島　誠様　本日､メイクアップさせて頂きます｡一目

楽しみにさせて頂きます｡

斎藤光人様　北東RCさんにはたくさんの友人がいます
のでメーキャップが楽しみでした｡本日よろしくお願

い致します｡

小林洋一様　創立30周年おめでとうございます｡今後

とも皆様のより一層の繁栄をお祈りしております｡

斎藤文男様　本日浦和北RCより訪問致しました｡どう

ぞよろしくお願い致します｡

古揮建治様　久しぶりのメーキャップです｡宜敷く御願

いします｡

中本敏也様　本日はお世話になります｡例会楽しみにし

ています｡

横田　元　会長　皆さんこんにちは｡緑区区民祭りご苦

労様でした｡酒井会長､北見幹事はじめ浦和北RCの

皆様ようこそ｡先週はお世話になりました｡ゴルフ大

会､多数のご参加登録ありがとうございます｡地区管

理運営部門下和雄部門委員長卓話よろしくお願い致し

ます｡烏さんようこそ｡

清水敏夫幹事　酒井会長､ ､北見幹事､浦和北クラブの

皆さん､先日はお世話になりました｡

斉藤忠治副会長　地区管理運営部門委員長下和雄様お久

しぶりです｡本日の卓話よろしくお願い致します｡浦

和北クラブの会員の皆様ようこそおいで下さいました｡

歓迎致します｡私事ですが､初孫(女の子)が生まれま

した｡可愛いですねC

星野和央会員　地区の中で大事な部門委員長下和雄様ご

指導下さい.浦和北RCの大勢の皆様､メーキャップ

での在り方を学ばせて下さい｡今日は有難うございま

た｡

金子　努会員　浦和北ロータリークラブ酒井会長はじ

め大勢のご出席ありがとうございます｡先日お邪魔

してお世話に為りました｡

篠原唯史会員　浦和北RC酒井会長､北見幹事様はじめ

多くの皆様歓迎申し上げます｡渡遺バストガバナー､

斎藤光人バスト会長､古揮建治会長エレクトいつも

お世話になっています｡本日の卓話者｢下和雄管理

運営部門委員長｣よろしくお願いします｡

国谷昭吾会員　朝晩は大分寒くなりましたね｡皆さん

体調には充分気をつけましょう｡今日の卓話､地区

管理運営部門委員長下和雄様よろしくご指導をお願
いします｡今日のお客様､浦和北RCの渡遠バストガ

バナーを始め多数の方々､お出で下さいまして有難

うございます｡

町田信行会員　地区管理運営部門委員長下和雄様本日
の卓話よろしくお願い致します｡蔵和北RCの皆様､

沢山の訪問ありがとうございます｡

石井孝一会員　地区管理運営部門委員長下和雄様､本　′~ヽ

日の卓話宜しくお願い致します｡

富樫　孝会員　2770地区管理運営部門委員長下和雄様､

本日はありがとうございますo　浦和北ロータリーク

ラブの皆様ようこそいらっしゃいました｡ご歓迎申

し上げます｡

上野卓也会員　本日の卓話｢クラブ管理運営及びクラ

ブ奉仕について｣地区管理運営部門委員長下和雄様
ご指導よろしくお願い致します｡渡遠バストガバナ
ーようこそおいで下さいましたo　ご歓迎申し上げますo

吉田律子会員　今日は､やっと晴れが続いて居ります｡

本日の卓話､下和雄様よろしくお願い申し上げますo

世の中､良い事､悪い事､続いておりますが､本日

は私の孫娘の結婚が決まり､大変うれしい日です｡

倖せを祈って参りました｡ 10月15日の区民祭りでは

大変ご協力を頂き､感謝申し上げます｡

吉村千秋会員　区民まつり､ご協力ありがとうござい

ました｡

繰越金487,000円　本日63,000円　計550,000円
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例会日　毎過火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト
TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

墓漂掌る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3　幹　事
口~9')一　　　　内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野崎横鈴斉清星岡森
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