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第２３６２回例会 ２０１６年１０月１２日
歓迎!!大貫ガバナー 公式訪問（和泉屋）

あれからもう 10 年も
経ってしまったのかと
思うと、感慨深いもの
があります。
私が入会したのが、
2005 年 2 月ですが、
この 12 年でロータリ
ークラブも大きく変わりました。私が入会した頃は、スマホ
もパソコンも必要なく諸先輩方の背中を見て、真似て、人
柄に付いて行ったような気がします。

点鐘
君が代・ロータリーソング
四つのテストの唱和
お客様紹介

中 野会長
奉仕の理想
馬場会員

国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 大貫 等様
第 6 グループガバナー補佐 海老原 秀典様
地区副幹事 紅谷 弘二様

会長挨拶

中野会長
中野 会長

大貫ガバナー、海老原ガバナー
補佐、本日はお越しいただきまし
て有難うございます。先程のガバ
ナー面談では、当クラブの現状に
つきましてご指導をいただきありが
とうございました。
私は 10 年前、当時の杉戸中央
RC の幹事として公式訪問の面談を受けました。その時の
ガバナーは、中村パストガバナーでした。当時の杉戸中
央の会長は、会長就任の 2 ヶ月前にがんを告知され、抗
がん剤の効果を待って地区では最終の 12 月 6 日に公式
訪問を行いました。会長としての最大の務めであるガバ
ナー公式訪問ののち 3 週間後に会長は亡くなりました。

しかし、今では、地区のセミナーもパワーポイントを使
い、クラブの年度計画も RI ではオンラインの入力で合理
的に行うようになり、電話で問い合わせをしたり、人にも
のを聞くという機会がめっきり減りました。私はこの合理
的なシステムをあえて否定しませんが、こういう時代だか
らこそクラブでは人と顔を合わせる奉仕活動と親睦が必
要であると思っています。
当クラブでは、クラブ会員の半数以上が 40 代～50 代
の若い会員です。現役世代の会員は、昼間の例会に出
席することが難しく当然出席率はよくありません。また、ク
ラブでは年齢層の開きがあり、60 代の会員が少なく、現
在では 50 歳前後の会員の会長が数年続いております。
おそらく数年はこの状態が続くと思われます。
ここで私は、若い会員が出席できる、会長を務められ
るクラブに変化をさせるべきだと思いました。昼間に現場
から抜けて、着替えて例会に出席することは大変なことで
す。そこで、朝と夜の例会を設け、少なくとも月に 2 回は
例会に出席できるチャンスをつくりました。朝は「あいさつ
運動」の奉仕活動、夜は「夜間例会」の親睦です。例会場
での例会は少なくなりましたが、会長のハードルはそう高
くなくなったと思います。

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

おそらく諸先輩方の中には本心では、「ロータリーとは

見て見ぬふりは出来

本来こんなものではない」といぶかしく思っている方もい

ない。」と話し始めま

るかと思いますが、皆さん私の試みを快く受け入れてくだ

した 。そ して「一人 １

さいました。これは寛容というものであると理解していま

本の植樹」を呼びか

す。また、ここは自慢させて頂きますが、3 年前に杉戸と

けました。一人１本植

杉戸中央が合併をして以来、一人も会員数を減らすこと

樹することにより、世

なく、さらに今年度 3 名の増強に成功しているのは、この

界に１２０万本の木が増える。その結果地球温暖化にブ

諸先輩方の寛容のおかげだと感謝しております。

レーキをかけることが出来る」としました。正に「変化をも

今年度は、あと 2 名の増強を目標としています。社会

たらす」です。さらにロータリーは女性の比率が２０％と低

奉仕活動では新規事業を 2 つ行う予定です。忙しくなりま

いこと、４０歳以下の会員が５％しかいないこと

すが、今後とも皆様のご協力をよろしくお願い致します。

に触れ、「これではこの世からロータリーが忘れ去られ

幹事報告

る」と懸念されました。「あなたは変化を起こす人になりた



折原幹事

親睦委員会より、平成 29 年 12

いですか？それとも変化の犠牲者になりたいですか」と

月 14 日（木）開催される「クリス

投げかけました。

マ ス 家 族 例 会 」 の 案 内 を先 日

それを受けて２０１７～１８年度の地区活動方針を「新た

FAX いたしました。今回は、東京

な行動 新たな感動」とさせていただきました。ロータリー

湾クルーズを予定しております。

の理念や中核的価値観には変化はないことはご承知の

乗船場までは、細井自動車より

通りです。奉仕をすることにより「相手に対して変化をもた

バスをチャーターしておりますので、ご家族お揃いで

らす」、そして「自分に対しても変化をもたらす」。しかも良

ご参加くださいますようお願い申し上げます。

い方向に変化をもたらすことができるのです。そのために
も従来通りの奉仕ではなく、変化をもたらすためにも新し
いアイデアで新しい行動をする、それにより新しい感動を
得て戴きたいと願っています。
最後にライズリー氏は「ポリオ撲滅はすぐそこまで来て
いる」とし「２０１７年度はポリオ撲滅の最初の年と位置付
け、今から３年間発症がなければ撲滅宣言できる」と強調

卓話

第 2770 地区ガバナー大貫 等様

されましたことを付け加えさせて頂きます。

私は 1 月１５日から２１日の間、アメリ

２０１７～１８年度が皆様にとって、そしてクラブにとって

カ・サンディエゴで世界から５３９名の

有意義で達成感あふれる、充実した年度になりますよう

ガバナーエレクトが集まる国際協議

ご祈念申し上げます。是非とも勇気を持って新たな行動

会に参加し、次年度に向けての研修

を起こし、変化をもたらせ新たな感動を味わって下さい。

を受けて参りました。もうすでにご案
内の通り２０１７～１８年度のＲＩテー
マは「ロータリー：変化をもたらす」で
す。そしてＲＩ会長は、オーストラリア・ビクトリア州で公認
会計士としてご活躍のイアン・ＨＳ・ライズリー氏です。
ライズリー氏は、「我々は世の中で奉仕をすることで、
周囲に変化を与えていることを知っています。その変化
は、３つの戦略的優先事項に導かれます。その３つの共
通するキーワードは「持続性」です。そしてその「持続性」
は地球の環境にも当てはまり、もはや我々は環境破壊を
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スマイル報告

石塚会員
石塚会員

海老原秀典様：
海老原秀典様： 大貫ガバナー公式訪問が実ある物になる
ことを祈念申し上げます。

紅谷弘二様
紅谷弘二様： 本日はお世話になります。宜しくお願い致し
ます。

中野会長：
中野会長： 大貫ガバナー、海老原ガバナー補佐ようこそ。
当クラブの現状についてご指導を頂きありがとうございま
した。今後ともよろしくお願い致します。

武井会員
武井会員：
会員 ： 大貫ガバナー公式訪問よろしくご指導ください
ますようお願い致します。

新井会員
新井会員：
会員： ようこそガバナー、本日宜しくお願い致します。
廣井会員
廣井会員：
会員： 大貫ガバナーようこそ杉戸クラブへ。本日は宜
しくお願い致します。

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員 ： 大貫ガバナー様、海老原ガバナー補佐様、
紅谷地区副幹事様、ようこそ杉戸へ!!杉戸 RC の熱意が天
気に表れて夏の陽気になりました。

真中会員
真中会員：
会員：深瀬会員：大貫 G 本日は宜しくお願い致します。
細井会員：
細井会員：栗原会員：田中会員：渋谷会員：野口会員：
大貫ガバナー様ようこそ。有難うございます。

折原幹事：
折原幹事： 大貫ガバナーありがとうございました。

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員：渡辺（嘉）会員
渡辺（嘉）会員：馬場
会員：馬場会員
：馬場会員：
会員：矢島会員

関口会員
関口会員：
会員： 大貫 G、海老原 G 補佐ご苦労様です。公式訪

折原（弥）
折原（弥）会員：
（弥）会員：石塚会員：井上
会員：石塚会員：井上会員：真中会員
石塚会員：井上会員：真中会員：
会員：真中会員：

問はガバナーの最大の仕事。11 月 11 日～12 日地区大

小林会員：落合（優）会員：下津谷会員：小柳会員：
小林会員：落合（優）会員：下津谷会員：小柳会員：

会では会員登録してあります。

本日のスマイル

長岡会員
長岡会員：
会員： ガバナー訪問ありがとうございます。
渡辺（良）会員
渡辺（良）会員：
会員： ガバナー遠い所有難うございます。
石井会員：
石井会員： 大貫ガバナーようこそ、海老原ガバナー補佐宜
しくお願い致します。

公式訪問クラブ協議会

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２８，０００円
２８，０００円
２４２，０００円
２４２，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

