
 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                    

         

 

 

 

 

 

 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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う！ 

 
 

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

う！ 

 

 

会長       増田  徹 

会長エレクト   山口久仁幸 

副会長      槙  孝夫 

幹事       千葉 秀樹 

クラブ広報    西田 宗平 

ＳＡＡ      磯  利昭 

会計       森田 康之 ♣本日のＢＧＭ♣「春が来た」「荒城の月」「花」 演奏 佐分理恵 

 

川口北ロータリークラブ 

 例会場：川口市芝新町 9-10 東京信用金庫 蕨支店 2Ｆ 

例会日：毎週水曜日 点鐘 12：30 

事務所：〒333-0866  川口市芝 2-4-25 

TEL : 048-423-0440  FAX : 048-261-9756 

E-Mail : kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp 

 

No. 22 

【本日のプログラム】 

第 1851 回 4 月 2 日 

★障害者施設「太陽の家」 

   所長 松本 哲様 

★インターアクト 

帰国報告  

【次回のプログラム】 

第 1852 回  

4 月 6 日（日） 

★花見例会 

「太陽の家」の方々を 

ご招待しての花見会 

 

 国際ロータリー第 2770 地区 第 12 グループ 

 

第 1850 回 3 月 26 日(水) 例会記録 

 

 

4 月Ｒレート＝102 円 

★ソングリーダー★   

           

 

 

 

 

 

3/8 大杉 能弘会員お誕生日おめでとうございます！(上) 

3/1 茂木会員 3/2 森川会員 3/21 内山会員 3/25 武田会員 

 
切通 勇次会員 

TEL:048-264-5020
mailto:kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動が加わっても何とかなるという安直な気持ちが

あったり、そんなことでボランティア活動が増えて

いったのかもしれません。しかしなぜ続けられてい

るか言えば、そこに共に活動している仲間がいるか

らであります。その仲間たちとの活動が楽しいから

であります。仕事のウエイトを減らし、ボランティ

アやくうねる遊ぶの時間を増やしたとしても、そこ

に共に食う仲間、遊ぶ仲間がいなければ、むなしい

人生になると思います。ロ－タリ－クラブは奉仕団

体であります。超我の奉仕という人道的精神を持っ

たメンバ－の集まりであります。そのメンバ－と奉

仕を通じてくうねる遊ぶも共有できるのがロ－タリ

－クラブではないでしょうか。ロ－タリ－は「奉仕

と親睦が大切」と言われますが、まさに奉仕活動を

通じて得られた友情がロ－タリ－の真髄かと思いま

す。我がクラブは４月.５月に地域や人に対する奉仕

活動が続いてあります。知的障害施設の人たちに喜

んでもらえるお花見例会・地域のお祭りに参加して

ロ－タリ－を PR できる芝ふるさと祭り・青少年の

育成に寄与できる少年サッカ－大会。このような社

会奉仕事業にどうぞ皆さん、積極的に参加していた

だいて、メンバ－との友情を分かち合おうではあり

ませんか。引き続きの活動をどうぞ宜しくお願い申

し上げます。この後の今日の卓話は山口会長エレク

トでありますが、この時期になりますと、もう次年

度が動き始めます。しかしまだまだ残り３カ月本年

度もございますので、最後まで一生懸命やらせてい

ただきます。以上で会長あいさつといたします。 

 

 

 ★増田 徹会長挨拶★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一か月ぶりの例会場での例会となります。そして寒

かった冬も終わり、やっと春めいてまいりました。

桜も開花したそうであります。皆さん体調はいかが

でしょうか？我がクラブでも体調不良の方がおら

れるようでありますので、どうぞ健康管理にはご留

意ください。先日２３年ぶりに広島、名古屋の当時

の青年会議所のメンバ－と会う機会がありました。

皆頭が白くなったり、薄くなったり、たるんだりし

てましたが、まあ、病気の話が話題の中心でしたね。

網膜剥離になった人、糖尿病になった人、離婚した

人、会社おかしくなった人、色々でしたが、それぞ

れの近況報告のなかで、５人中４人が現在ロ－タリ

－クラブ、ライオンズクラブに入っておりました。

そのうちの一人の話の中で、仕事とボランティアと

自分の時間（趣味）のバランスの話をしている方が

いました。年齢によってもこのバランスは変わって

くると思いますが、我々50 後半や６０歳代になる

と、仕事３割、ボランティア３割、趣味３割が理想

かもしれませんし、私もその様なバランスを求めて

いる一人です。しかし現実には私の場合、仕事 4

割、ボランティア５割、趣味 1 割程度だと思いま

す。現在ロ－タリ－クラブの会長をしているからボ

ランティア５割というわけではなく、元々他に色々

なことに首を突っ込んでいるからです。何とかこの

ワ－クライフバランスを３割、３割.３割に修正し

たいところです。皆さんはいかがでしょうか？では

なぜ私のボランティアのウェイトが増えていった

のか考えてみますと、まあ 性格的に頼まれたらイ

ヤと言えないお人好しな性格だったり、自分が動く

ことによって人が喜んでくれるその味わいを感じ

たかったり、今参加している活動にまた一つ新しい

活動が 

★千葉 秀樹幹事報告★ 

1.  3・4 月例会スケジュール 

3/26 山口会長エレクト卓話 

    「ＰＥＴＳ」報告 

4/02 障害者施設「太陽の家」 

    所長 松本 哲様卓話 

4/06 花見例会 

4/09 休会 （花見例会の振替） 

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 地区協議会報告 

4/30 休会 （第 6 条 1 節） 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. その他お知らせ 

♦川口北東ロータリークラブ 

「オープン例会」のご案内 

平成 26年３月２５日（火）１２時３０分点鐘 

シャトー赤柴にて 登録料 2,000 円 

卓話者：ＲＩ直前会長 田中作次 様 

 

 

★本日の卓話★ 

         山口 久仁幸会長エレクト 

     『ＰＥＴＳに参加して』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★お客様ご挨拶★ 

川口北東ロータリークラブ   國分 勇基 会長 

大変貴重なお時間をいただきあ 

りがとうございます。我々クラ 

ブも北さんから分かれて今年で 

30 周年を迎えることが出来ま 

した。式典には全員登録でご出 

席いただけたら、大変ありがた 

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

川口北東ロータリークラブ  矢崎 清太郎 様 

当クラブは、4月 12 日 リリア 

展示ホールにて創立 30周年記 

念式典を行います。こういう時 

代ですので派手なことはできま 

せんが質素な中にも思い出深い 

式典になるよう知恵を絞ってお 

ります。全員登録をしていただき、大勢の皆様のご

出席をいただきますようお願いいたします。 

 

★委員会報告★ 

親睦委員会       菅  祐伸委員長 

4/27(日) 親睦ゴルフ大会を開 

催いたします。担当は森川会員に 

なります。 ＊雨天決行 

場 所：ゴールド栃木プレジデント 

カントリ―クラブ  

集 合：午前 7時キャディーマスター室前  

参加費：5,000円 プレー代 22,000 円前後 

懇親会：「一徳」になります。 

6/28.29 親睦旅行になります。 

について担当は西田会員になり 

ます。 

場 所：北海道 

日程：28 日午前 10時羽田空港発➠レンタカーにて 

13 時小樽着(昼食)➠16：30 ホテル着

➠札幌ビール園 

    29 日 ゴルフコース・観光コースの 2コース 

〈ゴルフコース〉シャムロックゴルフクラブ 

〈観光コース〉朝市(朝食)午前 7時➠ウィンターミュ

ージアム➠サッポロビール工場見学(昼

食)16時発➠新千歳空港 17 時発 

ツアーの予約を 15 名で取っており、キャンセルや 

レンタカー、部屋割等もありますので、早めに出欠席 

を取らせていただきます。よろしくお願いいたします 

 

★川口北東ＲＣオープン例会参加★ 

平成 26 年 3 月 25 日 シャトー赤柴にて 

卓話者：田中作次 RI 直前会長 

増田会長、千葉幹事、藤原忠

雄、森田康之、山口久仁幸会

員の 5名参加いたしました。 

お疲れ様でした。 

撮影者：藤原 忠雄会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ニコニコ報告★   槙 孝夫副会長 

國分元基様 4/12川口北東 RC 

            創立 30周年記念式 

      典よろしくお願いし 

      ます。 

矢崎清太郎様 4/12 創立記念式典大勢の皆様のお

いでをお待ちしております。 

増田  徹 山口さん本日は宜しく 

千葉 秀樹 本日もお願いいたします。 

今村  勲 矢崎様ようこそ！ 

大杉 能弘 桜が咲き始めました。 

切通 勇次 本日もよろしくお願いします。 

菅  祐伸 何もいい事が無いのにイヤイヤ BOX 

            はないの。 

田中 一任 本日もよろしくお願いします。 

谷口  顕 本日はよろしく。 

西田 宗平 本日も宜しくお願い致します。 

延島 三男 山口会長エレクト卓話楽しみです。 

藤原 忠雄 桜の蕾も大変大きくなり数日で咲き

そうです。楽しみですね。 

槙  孝夫 矢崎様ようこそ。 

森田 康之 山口さん卓話を楽しみにしています。 

山口久仁幸 次年度も少しづつ動き出します。ご支

援お願いします。 

 

16 口 23,000 円 累計 727,000 円 

 

 

 

 

 

★出席報告★ 

会員 出席 計算 ＭＵ ％ 

24 15 20 5 100 

 

3 月 6・7 日と二日間会長エレクトセミナーへ参加

して参りました。次年度会長が「ラフレさいたま」

に一同参加し、次年度のテーマや方針を学びました。

次年度ＲＩ会長は「ゲイリー C.K. ホァン」氏（台

湾）です。ゲイリー氏は孔子の教えを指針にしてお 

ります。孔子は、彼にとっては「元祖ロータリアン」

だといえるのかもしれません。孔子は、ポール・ハ

リス氏が誕生する 2000 年以上前に述べているそ

うです。まず、自分の行いを正しく。次に家庭を整

え、次に国家を治めてこそ、天下が平和になる。そ

して、次年度のＲＩのテーマは、「ロータリーに輝き

を Light up Rotary」と発表されました。力を合

わせれば世界を光で輝かせることができるのです。

と述べています。奉仕を人々と分かち合い、クラブ 

を強力なものとし、地域社会でロータリーの存在感

を高めることが、ロータリーに輝きをもたらすもの

です。また、クラブで「ロータリーデイ」を設けま

して、その地域で情報を学んでもらいましょう。こ

の「ロータリーデイ」は、次年度初めて提唱され、

地域社会に広く広報することを目的としているのだ

と思います。また、次年度のガバナーは、濱野 英美

氏(大宮シティーRC)です。職業は「歯科医」です。 

ゲイリーＲＩ会長のテーマをかみ砕き、活動目標を

掲げられました。 

1.会員の増強。 

2.財団目標であるポリオ撲滅への支援。 

3.青少年奉仕活動への支援。 

4.人づくりのための育成支援。 

5.ＲＩ戦略計画の理解と実施。 

地区としての活動方針として「ロータリーは人づく

りそして奉仕」とされました。活力ある輝きあるク

ラブにしましょう！地域でなくてはならない存在感

あるクラブにしましょう！また、地区の運営方針は、

「ロータリーの原点に戻ろう」が示されました。 

① ポール・ハリス氏の考えたロータリーとは。 

② ロータリー運動の真髄は倫理運動です。 

③ ロータリーの基本は奉仕と親睦です。 

➃ 最も重要なロータリー精神は寛容の精神です。 

また、地区の会員目標を 3,000 名とされました。 

2013 年 12月現在、2,589 名。国内 3000地区 

で 58,351 名で、減少傾向にあります。2770 地 

区では 59 名の純増となっております。そして、全

体会議の後、各部門に分かれてのセッションが行わ

れました。以上が会長エレクト研修セミナーの報告

とさせていただきます。次年度も皆様のご理解ご協

力を賜りますようどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 


