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第 1854 回
4 月 23 日（水）
★ 次年度各委員長
地区研修協議会報告

【次回のプログラム】
第 1855 回
5 月 7 日（水）
★川口市議会議員
高橋 英明 様

ロータリー活動の根源でも
磯

利昭

森田 康之

♣本日のＢＧＭ♣ 「春の歌」「主よ人の望みの喜びよ」「花の歌」

4 月 16 日(水) 例会記録
ある「奉仕」を通じてロータリ
ーライフを楽しみましょう！

第 1853 回

交換留学生
アドリアン・ウィーゼ君
ロータリー活動の根源でもある「奉仕」を通じてロータリーライフを楽しみましょ
この 4 月から、川口北高
う！
校の 3 年生に進級いた
しました。

関口 博正パストガバナー 卓話ありがとうございます。

★ソングリーダー★

それぞれ 2770 地区は大変多くの参加者があったそ
うです。国際奉仕事業はいくつかの事例発表があり、
まさに世界平和のためにロ－タリ－クラブが役だっ

藤原

ている事を実感できる発表でありました。我がクラ

忠雄会員

ブも新事業として他国への国際奉仕を手掛けたい衝
動に駆られました。そしてその後の講演会はなんと

★増田 徹会長挨拶★

ファ－ストレディの安倍総理の奥様、昭恵夫人が来
られ、各グル－プごとに写真撮影会から始まり、昭
恵様の人となりがわかるように、会話形式で進行し、
楽しいひと時を共有できました。昭恵様は 1973 年
カナダ、オンタリオで開催された CISV（国際子供村）
に参加。CISV とは第二次世界大戦直後、アメリカの
心理学者ドリス・アレン博士は「平和構築の核は子
どもにある」と考えました。そして確固たる信念の
も と 、 1950 年 に Children's International
Summer Villages (CISV)を設立しました。 翌年ア

皆さんこんにちは。まずはいくつかご報告をいたし

メリカのシンシナティーで開かれた最初のビレッジ

ます。先週の花見例会には大勢のメンバ－のご参加

には 11 歳の児童が 8 カ国から参加し、以降毎年世

いただきましてありがとうございました。戸田ロ－

界各地でプログラムが開催されています。 CISV は

タリ－さんにも池上直前会長を始め、沢山のメンバ

「平和は友情から生まれ、友情は子どもの時から育

－と若草会の方々に参加いただき、天候にも恵ま

まれなければならない」という信念に立っています。

れ、総勢 50 名を超える楽しい BBQ 大会が出来ま

という団体であり、そこで国際感覚を養われたよう

した。それそれのパ－ト、パ－トで、道具の手配、

であります。その後

食材手配、料理、トイレの設置、等々本当に我がク

入社されたそうです。そしてそこで職場の上司に紹

ラブには頼りになるメンバ－がたくさんいること

介されて安倍総理とご結婚されたそうです。現在も

を感じました。戸田ロ－タリ－のメンバ－の方々に

多忙で UZU という居酒屋を内神田で 1 年半前にオ

も称賛をいただきました。我がクラブはインドアよ

－プンしてご自身で経営されているということで

りアウトドアの方が似合っているのかもしれませ

す。当初は色々外野から言われたそうですが、自分

ん。ぜひこの勢いで 5 月のふるさと祭り、少年サ

の信念を曲げずに経営をされているとのことです。

ッカ－大会を成功させましょう。担当の方、宜しく

最初はお店にでていたようですが、残念ながら警備

お願いします。また先週の土曜日には川口北東ロ－

上の問題で今はお店には出られないようですが。山

タリ－クラブの創立 30 周年の記念式典がありま

口県産の美味しい食材が食べられるようです。セミ

した。200 名にならんとする参加者で開催されま

ナ－の最後には奉仕活動に貢献したということで我

した。米山、財団への寄付震災地への寄付、消防、

がクラブに感謝状をいただきました。ご報告を致し

警察への感謝状贈呈、30 名を超える台湾の姉妹ロ

ます。そして本日の講師ですが、パストガバナ－の

－タリ－の参加等 それは盛大な式典でした。我が

関口様に大変お忙しいなか、おいでいただいており

クラブも来年は 40 周年です。どのような行事がふ

ます。関口様は杉戸の日光街道沿いで江戸時代から

さわしいか、今後のクラブの方向性を見据えて、み

続いている歴史ある酒蔵関口酒造のご当主であられ

んなで検討しなければなりません。そして昨日は国

ます。奥州街道、日光街道と申しますと川口とも大

際奉仕部門セミナ－が開催されました。色々な事業

変縁が深く、一昨年から始まりました川口の日光御

報告がありましたが、国際交流事業としては韓国

成道まつり（日光社参行列）、今年も開催をいたしま

3750 地区との交流、国際大会

すが、その御成道のずっ－と延長線上には豪商、名

会議開催

日韓、日台親善

家、名

聖心女子大学卒業後、電通に

家、名主の関口酒造様でいらっしゃいます。我々と

★委員会報告★

線と線で固く結ばれております。私も利き酒にはい
ささか自信があります。川口にも川口北ロ－タリ－

次年度より

山口 久仁幸会長エレクト

にも大変縁の深い関口様でございます。本日は宜し

4/18 に地区研修協議会が開催さ

くお願い申し上げ会長あいさつと致します。

れます。10：20 分点鐘から夕方
までと長くなりますが、参加委員
長の皆様よろしくお願いいします。
もう一点、本日例会終了後 創立
40 周年に向けて、準備委員会炉
辺を行います。委員の方はよろしくお願いいたしま
す。

青少年交換委員会

森川

昌紀委員長

アドリアン君が 4 月で 3 年生に
進級いたしました。また、日本に
滞在できるのも、あと 2 か月余り
となりました。皆様方の温かい交
流をお願いいたします。
国際奉仕セミナーにて
国際貢献に対し感謝状をいただきました。

★本日の卓話★
★千葉 秀樹幹事報告★
1. 4・5 月例会スケジュール

パストガバナー

関口

博正

様

(杉戸 RC)
♦規定審議会に出席して

4/16 パストガバナー
関口 博正様(杉戸 RC)卓話
4/23 次年度各委員長
地区研修協議会報告
4/30 休会 （第 6 条 1 節）
5/07 川口市議会議員 高橋 英明様
5/11 芝ふるさとまつり
5/14 休会 （芝ふるさとまつり振替）
5/17 川口北・川口むさし野 RC 合同
「芝少年サッカー大会」例会
5/21 休会 （少年サッカー大会振替）
5/28 山口会長エレクト卓話
2. 地区セミナースケジュール
4/18 地区研修協議会
4/27 ＲＬＩパートⅢ 受付午前 9 時 埼玉会館

規定審議会は 3 年に一度、4.・5・6 月、出来
れば 4 月に召集されます。ＲＩ理事会が審議日
を決めます。やむ得ざる理由により、ＲＩ理事
会全体の３分 2 賛成票で決定した場合を除き、
ＲＩ世界本部の近隣地域において開催されま
す。（ＲＩ定款第１０条第２節）

3. その他
4/28 戸田 RC オープン例会
場所：戸田文化会館４F 登録 18 時

この規定により、アメリカ シカゴにて 2013 年 4
月 21 日から 26 日までの 6 日間開催されました。

立法案には制法案と決議案の 2 種類あります。

★ニコニコ報告★

「制法案」 国際ロータリー定款または、国際ロー
タリー細則、標準ロータリークラブ定
款を改正する立法案。

槙
増田

徹 関口ＰＧありがとう

「決議案」 組織規定を改定しない審議会決定。Ｒ
Ｉ理事会に意見を表明したり、提案を
行ったりする立法案。
今回、200 の立法案が提出されました。制定案 151

ございます。
千葉 秀樹 お客様ようこそ。
磯

利昭 本日もよろしくお願いします。

今村

勲

件、内 27 件撤回。決議案 49 件、内 25 件撤回、
正式提案 148 件でした。
クラブ幹事を理事とする。

2、

副会長、会計は役員や理事であってもなくて
もよい。

3、

同一クラブへの再入会の入会金免除。

4、

クラブの奉仕活動参加を出席要件に含む。

5、

出席規定の免除の規定を改正。

6、

衛星クラブを認める。

7、

仕事をしたことのない人、または仕事中断し
ている人を正会員と認める。(主婦・主夫)

8、

菅

祐伸

9、

谷口

顕

西田 宗平 本日も宜しくお願いいたします。
延島

三男

藤原

忠雄

関口ＰＧ今日は当クラブへ来て頂き
ありがとうございました。よろしく
お願いいたします。

槙

孝夫

関口パストガバナー卓話ありがとう
ございます。

森川 昌紀 アドリアン 3 年生進級おめでとうご
ざいます。
森田

康之

関口パストガバナー卓話楽しみにし
ています。

山口久仁幸

き新設。
13、 地区の最低会員数を 1200 名から 1100 名

関口博正パストガバナー卓話楽しみ
にしております。

11、 ガバナーの任務の変更。
12、 ガバナー・ノミニー・ディジグネートの肩書

関口パストガバナー宜しくお願いし
ます。

各地区におけるＥクラブの制限数をなくす。

10、 地区協議会を地区研修協議会に修正。

関口様酒と女と人生の規定の話楽し
みです。

移籍ロータリアンと元ロータリアンに関す
る規定改正。

関口パストガバナー卓話ありがとう
ございます。

2013 年ＲＩ規定審議会の主な改正点
1、

孝夫副会長

関口パストガバナー今日はありがと
うございます。

13 口

17,000 円

累計

766,000 円

に変更。
14、 人頭分担金を増額する。

★青少年ＢＯＸ★

2014-15 年度 半期 ＵＳ＄27.00
2015-16 年度 半期 ＵＳ＄27.50

増田

2016-17 年度 半期 ＵＳ＄28.00

菅

15、 各クラブが支払う半期人頭分担金の最低額
をなくす。(従来＝最低は 10 名分支払う)

徹・千葉

秀樹・今村

勲・磯

利昭

祐伸・延島 三男・山口久仁幸・森川 昌紀

皆様 ご協力ありがとうございます。

8 口 11,000 円

累計

124,000 円

16、 新世代奉仕を青少年奉仕に変更。
17、 ＲＬＩを正式なプログラムとする決議案が

★出席報告★

可決。
18、 全てのロータリアンが、ロータリー冊子を印
刷物かあるいは、インターネットで受け取る
か選択できる。
♦詳しくは、2013 年手続要覧をご覧ください。
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