
 
 
 
 
 

 

 
点鐘 

国歌・奉仕の理想斉唱  
ロータリーの目的唱和・ 
四つのテスト唱和                 

〔会長挨拶〕倉持政宏会長 
 

 

 

皆さんこんにちは。本日は公式訪問に、RI2770地区ガバナー浅水尚伸様、

第７グループガバナー補佐岩上幸二様にお越しを頂いております。お二人

には私達クラブのロータリー活動につきまして、様々な御意見を頂ければ

幸いでございます。昨日、群馬県の養護施設にランドセルなどをタイガーマスクの名前で送っていた方

が、テレビに出演されました。ご本人は、テレビに出演することで他の皆さんの活動に刺激があればと

のことでした。ところで、私ごとですが、先日５日の日に、ある神社で鳳祭が催行されました。その際

に私たちのクラブの田口パスト会長と奥様に御参列をいただきました。私は雅楽で篳篥の演奏をさせて

いただきました。お二人にはお聞き苦しかったと思いますが、雅楽の楽譜は、片仮名と記号で出来てお

ります。これは、片仮名が歌を表しており、記号は音階を表しております。従いまして、西洋楽器の楽

譜の様に音の長さが記入されておりません。すべて先生から歌を教わり、それを覚え歌に合わせて音階

を演奏します。ですから、演奏する人により、様々な雅楽の演奏になってしまいます。しかし、基本は

常に伝承されます。私は、雅楽はローター活動と似ている様な気がします。ガバナー、パスト会長や先

輩の話をお聞きし、セミナーに参加し、皆様が様々ローター活動をしています。しかし、その基本はす

べてロータリークラブが出来た時から変っていないと思います。本日、浅水カバナーのお話をお伺いし、

その基本を考えさせて頂く機会を頂ければ幸甚でございます。それをお願いしまして、会長挨拶とさせ

ていただきます。 

 
〔お客様紹介〕中山登司男副会長 

RI2770 地区 ガバナー 浅水尚伸（よしのぶ）様（越谷南 RC） 
〃   第７グループ ガバナー補佐 岩上幸二様（幸手 RC） 

ご挨拶：先週お邪魔をさせて頂き、公式訪問に 100 パーセント出席を目指して下さいと

お願い致しましたところ、かなり多くのメンバーが出席くださっております。公式訪問

につきましては、先週お話しさせて頂いた通りでございます。よろしくお願い致します。 
RI2770 地区 地区副幹事 大島直幸様（越谷北 RC） 

ご挨拶：副幹事の大島です。 入会して 9 年になります。本日は浅水ガバナーのお伴で

参りました。どうぞ宜しくお願い致します。 
 

久喜ロータリークラブ週報 

 

 

2016 年 12 月 8 日（木） 

2110 回例会 №21 

例会日：毎週木曜日 12：30～13：30 

例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３ 

 事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

会長  倉持政宏  幹事 天野正幸 

会報委員  黒須久雄・正倉勝治・加藤久雄 

関勝四郎・鈴木逸郎 

 

 
 

2016－17 年度 R I テーマ 

人 類 に 奉 仕 す る ロ ー タ リ ー  
“ROTARY SERVING HUMANITY” 

 

国際ロータリー 

会長 ジョン F・ジャーム  

 第 2770 地区 

ガバナー 浅水 尚伸 

 
公式訪問例会 

 
 



米山奨学生 代 莉（ダイ リ）様 中国 山西省 埼玉大学社会科学修士課程 専攻 国際日本アジア  

ご挨拶： みなさんこんにちは、米山奨学生の代

莉です。今日は浅水ガバナー

と岩上ガバナー補佐にお目に

かかることができ、光栄の至

りに存じます。私は中国山西

省の出身で、日本に来て 2年 9

ヵ月です。現在は埼玉大学人

文社会科学研究科修士 2年生

です。今年の 4月米山奨学生

になりまして、久喜ロータリークラブでお世話に

なっております。カンセラーは夢川先生です。奨

学生になることで、経済的、時間的な余裕ができ

て、自分の研究と就職活動に専念することができ

ました。今年の 7月に内定をいただいて、来年の

4月から社会人になります。クラブの方々にすご

く可愛がられて、久喜提灯祭り、市民祭り、いろ

んな活動に参加させていただきました。市民祭り

ではじめてハーレーに乗りました。ハーレーに乗

って、道路両方の人々に手を振って挨拶して、ま

るで女王だなぁと思いました。 

  先月中国の伝統芸術「花文字」を多くの方々に

知って頂きたいと思い、クラウドファンディング

を利用して資金を調達、学園祭で花文字師を招待

して現場実演してもらいました。私の資金調達活

動にもクラブの方々がすごく支援してください

ました。皆さんのご支援で、クラウドファンディ

ングで資金調達が達成して、学園祭の企画ができ

ました。3日間の実演で、100人ぐらいの方が花

文字を買ってくれました。すごく大成功で、嬉し

いです。学園祭が終わって、今回の活動が終わっ

たと思いましたら、先週(2日)の金曜日、ある方

からメールがありました。学園祭で四枚の花文字

守りカードを買いましたが、「一枚が印鑑を押し

てない、どうすればいいですか。」と写真付きで

の問い合わせでした。わざわざ学校に連絡して、

私まで連絡してくれたのだと感心しました。この

お客様はきっと花文字守りカードを大事にして 

くださっているのだと考え、私は花文字師に連絡

して、自費で新しいカードを描いてもらい、送っ

て頂きました。8日(木)その方から新しいカード

が届いたとの連絡がありました。それでようやく

安心しました。 

  今回の花文字の実践は小さい事でしたが、資金

調達から営業、アフターサービスまで一連を体験

しました。私にとってすごく大切な経験です。皆

さんのご支援で今回の活動ができて、心より感謝

いたします。 

〔表彰伝達〕 

                                  

 
 
 
〔幹事報告〕天野正幸 幹事 

＊12月例会案内   

15日（木）→通常例会 12：00～食事（随時） 12：30開会点鐘  三高サロン 

      ・卓話 第 2530地区直前ガバナー 酒井善盛様    ・年次総会 

 22日（木）→夜間例会  18：00    なごみ 

12月誕生祝：正倉勝治・進藤和夫・大塚勉・松永元彦・高橋徳雄 

       送迎バス…菖蒲あやめ会館前 17：00出発   久喜 au前 17：30出発 

29日（木）→休会 

＊地区インターアクト関係： 

委員長会議（訪日説明会）1月 12日（木）ラフレさいたま 15：00～16：00 

インターアクト協議会及び韓国訪日団歓迎会の開催につて：2月 12日（日） 

      独協埼玉高等学校 登録料一人 5,000円  〆きり 12月 9日 

＊久喜ライオンズクラブより合同新年会のご案内：1月 26日（木）18：00 

  ホテル久喜  会費一人 5,000円        〆きり 1月 10日 

〔スマイル報告〕新井 博 SAA  

☆浅水ガバナーようこそ：倉持政宏・尾崎敏彦・金沢利幸・加藤久雄・平澤道男・林 明・ 
松崎 宏・正倉勝治・鈴木弘道・河野富美男・天野正幸・大島修一・髙木 学・野原 宏・ 
鈴木つね子・夢川善裕・飯島誉夫・野口はやみ・伴 光治・田口博康・金田仁志・斎藤文平・ 
中山登司男・進藤和夫     （敬称略・順不同） 

☆母の葬儀ではお世話になりました：大塚 勉 
〔出席報告〕 出席委員会 飯島誉夫委員長 
 
 
 

本日の合計  ￥８２，０００ 
累 計 ￥５６８，０００ 

 定 員 免 除 出 席 M U 欠 席 出席率 
本日出欠 50 8 35 3 4 90.48％ 

地区より長寿 
表彰贈られました 
斎藤文平会員 
 

米山功労者    

財団マルチプル 

髙木学会員  



〔卓話〕RIテーマと地区運営   浅水尚伸ガバナー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
                                    【職業と趣味】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点鐘 
 
点鐘 
～クラブ協議会～  進行 倉持政宏会長 
これよりクラブ協議会を開催いたします。 
ガバナーには各部門へのご指導、アドバイスをお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理運営部門 中山登司男委員長 飯島誉夫出席委員長 金沢利幸プログラム委員長  
 野口はやみ友好クラブ委員長 福田喜美夫親睦活動委員長 新井 博 SAA 委員長 

会員増強維持部門 進藤和夫委員長 横山健次増強委員長 鈴木弘道研修委員長  
鈴木つね子分類選考副委員長 

クラブ広報部門 大塚 勉委員長 林 明広報情報副委員長 正倉勝治会報副委員長 
        高橋徳雄雑誌委員長 
奉仕プロジェクト部門  夢川善裕委員長 野原宏職業奉仕副委員長 金田仁志社会奉仕委員長 
            河野富美男国際奉仕委員長 松永元彦青少年委員長  
ロータリー財団部門 松崎 宏委員長 伴 光治財団・ポリオ委員長 尾崎敏彦米山奨学委員長 
活動報告書に基づいて各部門委員会委員長より発表していただきました。 
 

2016 年 1 月 17 日から 24 日まで、私は、米国サンディエゴにて、国

際協議会に参加して参りました。そこには、ガバナーとして参考となる

様々なテーマについてのスピーチが用意されていました。 

また、ロータリーにより人生を変えてもらえたと話す何人かの感動的な

体験談があり、あらためて、ロータリーが如何に有意義な活動を世界中

で行っているかを知ることができました。国際協議会 2 日目に、ジョ

ン・ジャーム会長から発表された 2016～17 年度 RI テーマは、「人類に

奉仕するロータリー」でした。このシンプルで壮大なテーマで、皆様は

何を感じるでしょうか。ポリオ撲滅活動のように、ロータリーは、既に、

世界中で大掛かりな奉仕活動を実践しており、この現状を述べただけの

ものでしょうか。そうではないはずです。私たちは、さらに、前進を続

けなければならい。さらなる人類の幸福のために、平和な世界を築くた

めに、価値観を共有できる仲間を増やし、クラブをより活気あるものに

し、明日に向かってさらに発展していかなければならないということを

意味するものです。また、このテーマは、世界中の仲間が人々を救う活

動をしていることに、私たちロータリアンは、誇りを持つべきであると

も語っています。 

今年は、ロータリー財団 100 周年の年であり、また、長年の悲願であ

ったポリオ撲滅がいよいよ視野に入った年でもあります。この絶好の機

会に、会員増強に努め、社会にロータリーの真の姿を理解してもらい、

皆様のクラブを少しでも楽しく活気あるものにしていきましょう。 

今年度、地区内のすべてのクラブの皆様がロータリーを心から楽しめ

ることを心から願っております。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

浅水尚伸ガバナー講評 
管理運営部門 人間に例えると足腰の部分です。例会プログラムの中には、

あらゆる委員会が関連している。卓話の内容に女性のためのプログラムを

企画し招待をする等ロータリーに関心を持って頂く、増強にも繋がりま

す。例会場の雰囲気は居心地がいいだけではなく、規律を維持することも

必要です。 
会員増強維持部門 今までは知人を誘う事が大半でしたが、今は奉仕活動を

やりたいという方が多くなってきている。その必要性にこたえられるクラ

ブになる事。それにはクラブ全員が一丸となって事業の目標を決めて自信

をもって活動する。家庭集会を重視する事。 
広報部門 広報のあり方が変わってきています。ロータリー同士の情報交

換、奉仕活動を発表する場になってきている。詳しくはホームページを見

る。一般人には浸透していないのが実情です。積極的にアピールをする。 
奉仕プロジェクト部門 会のロータリープロジェクトの作成する過程が大

事になっている。例えば「地区補助金・グローバル補助金」等、全員でプ

ロジェクトをたて、みんなで活動をすることが活性化に繋がる。継続事業

だけでなく新規の事業も取り入れて下さい。 
価値観を共有でできないと楽しいロータリーにならない。 

財団部門 財団・ポリオ・米山の目的を確認し、目標に向けて活動する。 
 
 皆様に温かく迎えて頂き有難うございました。とても柔軟なクラブです。

これからクラブの特性を生かして活動をして下さい。 

岩上幸二ガバナー補佐講評 
各委員会の発表を聞きそれぞれ活躍をされている様子をうかがいました。ただ一つ国際奉仕の関係で、もう

少し力を入れていただけたらと、海外にも目を向けていただけたらと感じました。ありがとうございました。 


