
 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                    

         

 

 

 

 

 

 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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♣「重い出のサンフランシスコ」「シャレード」「この世の果てまで」    

 

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 
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【本日のプログラム】 

第 1855 回 

5 月  7 日（水） 

★川口市議会議員 

   高橋 英明 様 

 

 

  

【次回のプログラム】 

第 1856 回  

5 月 11 日（日） 

★芝ふるさとまつり 

 

 

 国際ロータリー第 2770 地区 第 12 グループ 

 

第 1854 回 4 月 23 日(水) 例会記録 

 

 

4・5 月Ｒレート＝102 円 

 

4/27(日) 親睦ゴルフ 

★優勝者 森川 昌紀会員です！ 

優勝トロフィーは大杉会員から 

プレゼントしていただきました。 

★4 月誕生日の会員★  延島 三男会員・田中 一任会員 

延島 三男会員  ○祝傘寿おめでとうございます！    

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助船にいたそうです。船員法では「船長は緊急時に

際しては人命救助に必要な措置を尽くし、旅客が全

員降りるまで船を離れてはならない」旨の規定があ

り、韓国海洋警察は船長にたいして特定犯罪加重処

罰法違反、３等航海士、操舵士に対しては業務上過

失致死で逮捕となりました。安山市といいますと

我々との姉妹クラブの安山ロ－タリ－クラブがあり

ます。毎年日韓交換高校生たちが５０名以上２７７

０地区にやってまいります。今年も安山ロ－タリ－

クラブスポンサ－の安山東山高校のキム・ウンハさ

んと安山薔薇ロ－タリ－クラブスポンサ－の京安高

校のチャン・ソリさんが 1 月に来日し、我がクラブ

の例会でスピ－チをされました。まだ記憶に新しい

ところであります。安山ロ－タリ－クラブの関わり

のある高校生は現在のところ事故に巻き込まれてい

ないと聞いておりますが、２７７０地区に来られた

インタ－アクトの高校生が事故に巻き込まれた可能

性は十分考えられます。現にニュ－スの現場映像で

ロータリ－マ－クを付けて救出作業をしている姿が

多く見られました。本当に他人ごとではない身近な

事故だと感じております。私たちに何が出来るのか、

ただ手をこまねいて見ていることしか出来ないの

か。韓国のフィギュア－スケ－トのキムヨナさんは

一億ウオン寄付したそうです。まだ救出中にも関わ

らず、あまりにも早い金銭の支援のようにも思えま

すが、国家間レベルでは日韓は現在あまりいい関係

とは言えませんが、ロータリ－クラブとしてまさに

人道的支援をすべきと考えます。 

 

 ★増田 徹会長挨拶★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。毎日新聞等で色々なニュ－ス

飛び込んでまいりますが、今日のオバマ大統領の１

８年ぶりの国賓としての来日もそうでありますが、

鶏インフルエンザの問題、豚流行性下痢の問題、

色々ある中で、やはり今一番気懸かりなのは韓国船

の沈没事故ではないでしょうか？4月16日午前9

時頃仁川（インチョン）港から済州島に向かってい

た大型旅客船セウォル号が転覆、沈没しました。修

学旅行中の安山市の檀園（タンウォン）高等学校 2

年生の生徒325名と引率教員14名他一般客108

名、乗組員 29 名 計 476 名が乗船しておりまし

た。現在も行方不明が多数おります。原因は急激な

進路変更と言われておりますが、まだ調査中です。

そしてこれだけ多数の死者を出した原因は乗組員

の判断ミスが指摘されています。避難誘導が完全で

なく、「救命胴衣を着けて待機してください。」のア

ナウンスのみで「動かないでください」のアナウン

スを繰り返していたと言う声もあります。４階にい

た多くの高校生たちはほとんど船内放送にしたが

って待機したままと見られ、適切な避難誘導がされ

れば、多くの命が助かったとの声もあります。沈没

寸前まで船内放送を担当していた女性職員は死亡

しましたが、船長は転覆の通報から 40分後には船

外にでて 50名の乗客とともに、最初の警察警備艇

に救助されていました。さらに 30 名の乗組員のう

ち 20 名は救助され、機関士や操舵士らも最初の救

助船にいたそうです。 

★ソングリーダー★ 

 

田中 一任会員 

 

平成 26 年 4 月 27 日（日） 

☆川口北ＲＣ親睦ゴルフ大会開催☆ 

参加者：増田会長・磯・今村・切通・小林 

    西田・奈良・森川会員 8 名です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲイリーＣ.Ｋ.ホアン氏は「ロータリーの考え方は孔

子と同じです。ローソクを灯すのがロータリーです。

私が 1 本、あなたが 1 本、こうして 120 万人の会

員がローソクを灯しましょう。力を合わせれば世界

を光で輝かせることが出来るのです。」と述べまし

た。また、ロータリーデーを設け、地域に広報し認

知度につなげましょう。 

地区活動方針  

「ロータリーは人づくり そして奉仕」 

クラブ会長の役割 

❶クラブを効果的に運営すること 

❷前年度より充実させて次年度にバトンタッチする 

会長の心得として寛容と忍耐そして謙虚さを以て 

望んで行きたいと思います。そして最も重点的に 

取り組むべきは、会員増強であり、会員基盤の維持 

であります。会員が会長になった気持ちで、この難

局を乗り切って行きたいものです。 

管理運営部会    次年度委員長 増田  徹 

管理運営部門は地区においては 

クラブ活性化委員会と RLI 委員 

会で構成されています。具体的 

には魅力ある、活力ある、充実 

したクラブづくりを目指し、ま 

ずは例会の重要性を理解しても 

らい出席率向上を図っていく。各委員会と連携を図

り、魅力的なクラブづくりを推進する。また RLI 活

動の重要性を唱え、RLI を通じて本当のロータリ－

を理解し、指導者を養成し、クラブの刷新性と柔軟

性を育て、ロ－タリ－を活性化する。 

広報部会      次年度委員長 槙  孝夫 

☆公共イメージと認知度の向上 

 ・クラブホームページの見直 

しと新規作成の指導 

 ・地区内行事、各セミナー等 

  の取材と投稿 

 ・ガバナー月信、ロータリー 

の友誌への投稿等 

☆各クラブ会員間で行える情報交換のサポート 

宣伝バナ1年間10,000円で地区ＨＰ上に表示さ

れます。またその頁より直接各企業のＨＰを閲覧 

☆各クラブへのサポート 

 

★千葉 秀樹幹事報告★ 

1.  4・5 月例会スケジュール  

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 

4/27  ＲＬＩパートⅢ 受付午前 9時  埼玉会館 

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 

 

 

 

★委員会報告★ 

社会奉仕委員会       千葉 秀樹幹事 

5/11(日)に「芝ふるさとまつり」 

が開催されます。 

場所：芝スポーツセンターグランド 

時間：１０時～１５時予定 

集合時間：委員 力屋さん 7：30 会員 グラン

ド 8：00 になります。よろしくお願いします。 

2014-15 年度 

★地区研修協議会各委員長報告★ 

 

 

 

 

 

会長部会報告   山口 久仁幸会長エレクト 

次年度ＲＩのテーマは 

「ロータリーに輝きを」 

と提唱されました。ＲＩ 

会長である台湾出身の 

2014-15 年度 第 2770 地区 

地区研修・協議会 

2014 年 4 月 18 日(金) 

大宮ソニックシティーにて開催 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強維持部会 次年度委員長 谷口  顕 

今年度 12 グループは、18 名 

の増強がありました。次年度の 

地区の方針は若い世代、女性会 

員の入会を促進としております。 

また、次年度は、会員増強のあ 

るクラブと無いクラブの違いを 

検証していきたいと考えております。また、会員数

も 30 名を切ってきますと、会の運営も厳しいのが

現実となっております。 

社会奉仕部会   次年度委員長 今村  勲 

我が川口北ロータリークラブ 

所属の大杉委員長の次年度の活 

動方針が発表されました 

1. 引き続き３・１１の復興支 

援活動を支援、協力 

2. ロータリー財団の地区補助金を利用し社会奉仕 

3. ポリオ撲滅の為のペットボトルキャップを収集 

4. アイバンクの賛助会員に登録し協力する 

5. ロータリーデーの開催を啓蒙する 

6. 同じ奉仕でマンネリ化を避けて新しい奉仕に挑

む事が望ましい 

国際奉仕部会   次年度委員長 原  浩明 

1. 補助金の活用「寄付するだけではつまらない。

よいことするには、補助金を使おう」 

補助金は 2種類(地区補助金・グローバル補助金) 

2. 簡単国際奉仕 

「お手軽簡単、フィリピン奉仕プロジェクト」 

3. 国際交流委員会「世界に仲間を作ろう」（海外に

姉妹クラブ・友好クラブといった名称で長期的

な友好関係を築けます。） 

青少年奉仕部門  次年度委員長 千葉 秀樹 

次年度の受け入れは 21名です。 

アメリカ 5名・ブラジル 2 名 

デンマーク 2 名・ドイツ 2 名 

フィンランド 2名・韓国 2 名 

メキシコ 1名・ベルギー1 名・ 

スイス 1 名・スウェーデン 1 名・オーストリア 1

名、そして当クラブの受け入れ国のイタリア 1 名で

す。2770 地区は 20 名受け入れますが、他のクラ

ブは 3～４名です。2770 地区はとても多くの受け 

入れをしているのだと分かりました。2015-16年 

★ニコニコ報告★ 

奈良 栄一郎委員長 

増田  徹 春なのに・・・ 

千葉 秀樹 地区協おつかれ 

様でした！ 

今村  勲 奈良さんゴルフ 

お世話になりま 

した。 

菅  祐伸 休会していっぱい稼いだ奈良君よう

こそ。 

田中 一任 本日も宜しくお願いします。 

谷口  顕 本日はよろしく。 

西田 宗平 宜しくお願いします。 

延島 三男 オバマ大統領いよいよ来日ですネ、

日本の国に良いことがあれば！！ 

藤原 忠雄 今日は天気良いですね、宜しくお願

いします。 

槙  孝夫 広報委員の報告を地区委員の奈良さ

ん変わりにお願いします。 

山口久仁幸 地区研修協議会おつかれ様でした。 

奈良栄一郎 本日もよろしくお願いいたします。 

1２口 16,000 円 累計 782,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

★出席報告★ 

会員 出席 計算 ＭＵ ％ 

24 12 19 4 84.2 

 

度も 20名の募集だそうです。 

★ロータリー財団部会（高松 正雄委員長）・職業奉

仕部会（小林 忠委員長）・米山記念奨学部会（磯  

利昭委員長）機会がございましたら、ご報告お願い

いたします。 

 
各委員長の皆様  おつかれ様でした。

 


