
 

   

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                    

         

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

  １２月１９日 （水） 

♬ ♬ソングリーダー♬      

 「われら日本のロータリ 

 アンの歌」 

 「4 つのテスト」  

 

 

  

                   

 

 

 

 国際ロータリー第 2770 地区 第 12 グループ 

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 

            例会日：毎週水曜日  

                   TEL:048-264-5020 FAX:048-261-9756 

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

          事務所：〒333-0866 川口市芝 2-4-25 

 

   

           

 

 

 

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！ 
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会長      森川  昌紀 

会長エレクト  増田   徹 

副会長     菅   祐伸 

幹事      原   浩明 

クラブ広報   小林   忠 

SAA         山口 久仁幸 

会計      千葉  秀樹 

【本日のプログラム】 

第 1792 回例会 

   1/16（水）  

 

♣ロータリー会員研修会 

♦ロータリー財団 

♦国際奉仕委員会 

  

   

 

             

 

【次回のプログラム】 

第 1793 回例会 

1/23（水） 

 

♣親子 3 代合同例会 

（川口むさし野 RC ホスト） 

第1789・90回 例会記録 12月19日(水)・ 21日（金） 

 

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


森川 昌紀会長挨拶 

先日の親子３代合同例会、 

川口北東ロータリークラブ 

主催の平和の集いには土曜日 

にもかかわらず多くの会員の 

皆様にご参加いただき誠に 

ありがとうございます。 

今年のロータリーのテーマ 

「Peace Through Service 奉仕を通じて平和

を」を実践するために開催致しました。いじめや虐

待や偏見など無い平和な世の中、略奪や殺戮や破壊

などを繰り返す戦争や紛争など無い平和な世の中

が今まさに必要とされております。我々ロータリー

クラブのメンバーも日々の暮らしが出来ることに

感謝し、職業が出来ることに感謝し、ロータリー活

動が出来ることに感謝して今年のテーマ「奉仕を通

じて平和を」を提唱し続けて、真の平和と言う夢を

形に実現出来るように推進し続けなければならな

いと実感したのではないでしょうか。このテーマは

今年度だけではなく継続していかなくてはならな

いのではないでしょうか。さて、衆議院選挙が終わ

りました。特筆すべきはなんと言っても過去最低の

投票率の低さ。唯一有権者の意志が見えるという重

要な選挙ですが、投票率の低さによりすべての意志

表示が見えないことは誠に残念です。ロータリーは

政治の話はタブーですが新政権に願うことは、まず

は景気回復を切に願ことから、これから先の社会保

障の充実。年金は、もらう額より支払う額が多くな

る、これでは将来の生活に不安を抱いている若年層

が大勢います。将来にわたり誰もが安心に安全に暮

らせるか大変不安になっています。そしてなんとい

っても東日本大震災早期復興。発生から１年９カ月

も経過しております。被災地の１日も早い復旧復興

を切に願うのではないでしょうか。そこで、我々川

口北ロータリークラブは１２月１６日（木）東日本

大震災復興支援事業といたしまして福島県双葉町

の方々が避難されております加須市にあります旧

騎西高校に支援物資をお届けに行きました。事前に

旧騎西高校の中にある双葉町役場の課長さんと打

ち合わせをさせていただき非難されている方々が、

いま必要とされている物資をお届けにあがる打ち

合わせを社会奉仕委員会の磯委員長と小林委員に

おこなって頂き 

 

 

おこなって頂きました。日常生活用品物資が必要と

のことなので社会奉仕委員会にて炉辺会議を繰り

返して頂きティシュ・トイレットペーパー・使い捨

てカイロ・ペットボトルのお茶が必要とされている

ので４ｔダンプに満載して磯社会奉仕委員長・今村

副委員長・小林委員・原幹事と私で旧騎西高校へ向

かいました。双葉町役場の担当課長と係長さんに応

対していただきお話をお伺いいたしました。１２月

４日現在で福島県内に非難されている方々は３６

８６名、福島県外に非難されている方々は３２７８

名でうち騎西高校へは約１６０名の方々が今もな

お非難されております。福島第一原子力発電所の事

故にて行政ごと騎西高校へ集団避難されてきた双

葉町の方々には心中をお察し申し上げます。 

今後も東日本大震災復興支援事業を継続して行わ

なければならないと実感いたしました。 

 

 

 

 

 

原  浩明幹事報告 

1. 当クラブ 12・1 月の例会スケジュール 

12/19 クラブ協議会 

12/21 クリスマス例会  

ベルヴィ―武蔵野にて 

12/26 休会 

 1/  2  休会 

 1/  9  夜間例会「新年会」 

        割烹神谷にて  

1/16 第 5 回ロータリー会員研修会 

       ロータリー財団・国際奉仕委員会 

1/23 親子 3代合同例会（川口むさし野 RCホスト） 

1/30  第 6 回ロータリー会員研修会 

     社会奉仕委員会   

2. 地区セミナースケジュール 

 1 月 26 日（土）職業奉仕セミナー 

 場所：さいたま文学館ホール PM1:30 点鐘 

♬１月の BGM♬    佐分 理恵さん  

 

1/16 「G 線上のアリア」 

「ブラームスのワルツ」「白鳥」 

 

1/30 「モナリザ」「白い恋人 

たち」「アンフォゲッタブル」 

  

 

 

  

 

 

               

          

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         

 

 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 



委員会報告 

新世代委員会 西田 宗平委員長 

 1/9（水）インターアクト来日 

学生の歓迎会をランチという形で 

考えております。決まりましたら 

FAX にてお知らせさせて頂きます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

社会奉仕委員会 磯 利昭委員長 

 福島県双葉町の方々が避難されて 

おります旧騎西高校に支援物資を 

お届けに行きました。160 名の方 

が避難されていました。中を見ると 

物資が少なく震災への意識が薄れて来ているよう 

感じました。次回も会長の要望で、東北の方へ行く

計画を考えております。その時にはご協力お願い致

します。 

臨 時 総 会 

♞議題 2014～15 年度会長ノミニーの 

            選出について 

 

11 月 30日ノミニーの指名 

委員会を開催致しました。 

そして、１２月 5 日理事会 

において山口 久仁幸会員に 

満場一致でノミニーの指名と 

なりました。 

意義がないようですので、ここに成立いたします。

ありがとうございました。 

 

山口 久仁幸 

2014～15 年度会長ノミニー挨拶 

 私で良ければご奉仕させて  

頂きたいと思います。ご協力 

がなくてはやっていけません。 

皆様のご協力を節にお願い致します。 

森田 康之 

2014～15 年度幹事      

 皆様の助けを借りてやって 

いきたいと思いますのでどうぞ 

よろしくお願い致します。 

 

      

 

12 月誕生日 おめでとうございます！ 

 

高松 正雄会員      原  浩明会員 

クラブ協議会 

クラブ研修リーダー 内山 武司会員 

森川 昌紀会長 

 「クラブの中長期計画について 

皆様と考えていきたいと思います。 

 取りあえず、私が考えているのは 

 40 周年が 2 年後にありますので 

 その時には会員増強をし、40名 

 にもって行けたらと思って動いて 

 いる所です。増強活動に非常に苦労をしておりま

す。現在の所 1 名の増強となっています。そう

いった所も考えながら中長期を見据えたクラブ

運営が大事なのかと思います。」 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

                  

      

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

    

        

 

  

ロータリー財団 バッチ贈呈 

♞ポール・ハリス・フェロー3 回目 

         山口 久仁幸会員 

出席委員会 田中 一任委員長 

               

 

 

会員 出席 
計算 

会員 
MU ％ 

29 15 24 3 78.26 

 

 



内山 武司クラブ研修リーダー 

 「クラブの中長期計画について 

 皆様にご意見を頂きたいと思い 

ます。その前に 10 月に行われた 

クラブ研修リーダーセミナーの 

ご報告を致します。クラブを活性化させるには、 

中長期の計画を立てて、その目標に向かってクラ

ブの会員全員がそれに向かって行くこと。そして 

3 年、5年毎にその計画の改正をする。こういう

ことがクラブの活性化になるということです。し

たがって、中長期の目標について何をすれば良い

か。その行動が大事になります。それがクラブの

活性化にもなるし、本来のロータリーが求めるも

のであって、会員の為のスキルアップにもなりま

す。そこで、何をクラブの目標設定にして行けば

良いか、皆さんと中長期の目標について意見を出

して頂けたらと思います。」 

磯  利昭会員 

 「やはり地域に発信できる何か 

 事業が必要なのではないかと 

 思います。川口北 RC がここに 

 ありというものを新聞などで 

 アピール出来れば地域の方々に 

 認識して頂けて、どんなクラブか分かってもらえ 

 参加して頂けるのではないでしょうか。そういう 

 事業を検討して行けば良いと思います。」 

内山 武司クラブ研修リーダー 

 「クラブを宣伝するという事ですか。」 

磯  利昭会員 

 「ただ単純に宣伝という事ではなく、奉仕に基づ

く行動を回りの方々に認識して貰うという事で

す。それがアピールに繋がれば良いという事です 

 。」 

内山 武司クラブ研修リーダー 

 「このクラブが社会奉仕をする事で地域の方々に

理解して頂く為の広報活動が活性化に繋がると

いう事ですか。」 

磯  利昭会員 

 「口コミで広がることで、認知度が上がることに

なると思います。」 
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内山 武司クラブ研修リーダー 

 「奉仕活動を中長期に渡って計画を立て、それ

に向かって何をすればよいかという事になりま

すね。ありがとうございました。」 

藤原 忠雄会員         

 「今一番必要なのは、会員増強 

 だと思います。35周年から何人 

 増強しましたか。何をやるにし 

てもメンバーがもう少しいないと・・ 

 増強をしっかりする事が大事です。」 

内山 武司クラブ研修リーダー 

 「なぜ増強が難しいのか。なぜ増強が出来ない

のか。クラブに魅力がないという事になります。

魅力がないから増強が進まないという事になり

ますね。その魅力を作る為に何をすれば良いか

そこが中長期の目標になるのです。」 

菅  祐伸会員          

 「目立つ事をするしかないと 

思います。ロータリーの会員 

はロータリーが何をやっているか 

分かるが、会員以外の方は分から 

ないと思います。結局はロータリーが何をやっ

ているか分かれば広まるし、この地域で出来る

事を毎年する事で浸透して行くと思います。何

をして行けば良いかを話し合えば良いと思いま

す。」 

谷口  顕 

「クラブに魅力ない＝ロータリアン 

がロータリーの事を知らなすぎる 

と思います。自分たちがやって 

いる事を知らずにいるのです。 

 現役の会員にもっと勉強をして 

 ほしいと思います。会員増強も必要ですが、ま

ず我々がロータリーを知る事で魅力的なプログ

ラムを作って行く事が出来ると思います。」 

内山 武司クラブ研修リーダー 

 「時間となってしまいました。また機会があり

ましたら皆さんのご意見をお聞きし、一歩進め

た話し合いになれば、中長期計画も立つと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。」 

 

 



ニコニコ委員会   谷口  顕委員長 

森川 昌紀 双葉町の皆様へ  

支援物資お届けし 

ました。社会奉仕 

委員の皆様ありがとう 

ございました。 

原  浩明 今年１年お世話になりました。 

磯  利昭 寒さが日増しに厳しくなりました。 

今村  勲 来年もよろしくお願いします。 

内山 武司 来年もよろしく。 

小林  忠 来年も宜しくお願いします。 

 

クリスマス例会  

森川 昌紀会長挨拶 

 本日は恒例の川口北ロータリー 

クラブのクリスマス家族例会に 

多くのお客様と会員の皆様にご 

出席いただき誠にありがとうございます。まずはお

客様のご紹介をいたします。２０１１～２０１２年

度フィンランドへ交換留学生として活躍された松井

夢さん・お母様の松井美保様・松井蒼君松井琉名君。

今年度フィンランドへ交換留学生として活躍してお

ります川口北高校２年生の冨田万央さんのお母様の

冨田由美子様。２０１３～２０１４年度交換留学生

として派遣される川口北高校１年生上野梓さんとお

母様の上野紀子様。２０１１～２０１２年度オース

トリアへ交換留学生として活躍されました柿木稚奈

さん、川口モーニングＲＣがスポンサークラブで派

遣されました。そして今年度フィンランドから交換

留学生としてやって来ましたサラ・スサーナ・ユン

ニラさん。元米山記念奨学生の金貞美様、今年度安

山ＲＣ３０周年記念式典のガイド兼通訳をお願いい

たしました。つづきましてロータリアン関係のお客

様をご紹介いたします。今村会員の奥様 今村美佐

江様とお孫さんの今村圭吾君。内山会員のお孫さん

の内山慎之輔君。原幹事の奥様 原 幸子様。磯会員

の奥様 磯 美智子様。奈良会員の奥様 奈良恭美様

と奈良小町さん奈良清栄君 西田会員のお嬢様 西

田早希さん。谷口会員の息子さん谷口憲君。いつも

例会場で素晴らしい演奏を奏でてくれるピアニスト

の佐分理恵さん。私の家内 森川京子です。さて 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅  祐伸 明日でマヤ暦も終わりクリスマス会

出席できるかな？ 

田中 一任 本日もよろしくお願いします。 

西田 宗平 インターアクト宜しくお願いします 

藤原 忠雄 寒いですね。体に気を付け頑張りま

しょう。 

増田  徹 メリークリスマス。 

森田 康之 今年も最後の例会になりました。 

山口久仁幸 寒くなりました。 

谷口  顕 1月誕生日また1つ大きくなります 

14 口 15,000 円 累計 471,000 円 

ロータリークラブの活動は毎年７月から始まり６

月で終了します。今ちょうど半年を迎えることが

出来ました。この半年を振り返りますと、社会奉

仕事業として 大暑の日に「打ち水大作戦」を実

施。新世代奉仕事業として青少年交換留学生送り

出し受け入れプログラムの実施。今年度は冨田万

央さんを送り出し、サラさんを受け入れており共

に大活躍をされております。国際奉仕事業として

姉妹クラブ韓国第３７５０地区安山ＲＣの３０周

年記念式典に参加 日韓の政治状況が悪い中、安

山ＲＣの皆様に熱烈大歓迎を受けました。今村美

佐江さん磯美智子さんうちの家内には式典に参加

していただき花を添えていただきました。通訳兼

ガイド金貞美さんには大変お世話になりました。

職業奉仕事業として戸田市にあります荒川左岸南

部流域処理場へ毎日お世話になっている生活汚水

の処理はどうなっているのかと、下水処理施設の

見学会を開催いたしました。社会奉仕事業として

東日本大震災復興支援事業といたしまして福島県

双葉町の方々が避難されております埼玉県加須市

にあります旧騎西高校に支援物資をお届けに行き

ました。そしてクラブ奉仕事業として数々の夜間

例会と今回のクリスマス例会を開催し親睦を深め

ております。本日ご参加の皆様のおかげをもちま

して、この半年で５大奉仕事業はすべて実施する

ことが出来ました。感謝申し上げます。残り半年

も今年度川口北ＲＣテーマ Let's Enjoy！「ロータ

リーを楽しみましょう！」を合い言葉に、皆様と

共に有意義な奉仕活動を行ってロータリーを楽し

みたいと思います。 

 

 



 

 

 

 

 

    

奥様方 

日頃よりロータリーの活動にご協力頂きありがとうございます。 

森川会長より感謝の気持ちを込めてシクラメンをプレゼント！！！ 

ニコニコ報告 

松井美保様  今年もありがとうございました。 千葉 秀樹 クリスマス！ 

冨田由美子様 お蔭さまで万央はフィンランド  西田 宗平 人類滅ぶその日楽しい事ありますよう 

        生活を楽しんでおります。         うに！ 

森川 昌紀  メリークリスマス！       藤原 忠雄 メリークリスマス！ 

原  浩明  メリークリスマス！       山口久仁幸 メリークリスマス１年間お世話に 

今村  勲  メリークリスマス！              なりました。 

小林  忠  メリークリスマス！       谷口  顕 メリークリスマス！ 

菅  祐伸  今日でマヤ暦終わり滅びるのかな   12 口 40,000 円 累計 511,000 円 

慎之輔君手品のお手伝いありがとう！ 

会長サンタ 大忙し！ 

お疲れさまです。 


