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松永元彦・大島修一

“Be a gift to the world”
国歌・奉仕の理想斉唱 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長
ロータリーの目的・四つのテスト唱和

公式訪問例会

〔会長挨拶〕松崎 宏会長

皆さん今日は、本日は井原ガバナーをお迎えしての公式訪問例会です。そして、近藤ガバナー補佐、
三富地区副幹事にも同席をいただいております。
又、見学者として横山さん、高橋さんを迎えています。横山さんは例会出席３回目になりますので、
特別に井原ガバナーよりバッチを付けていただくことになっております。
例会に先立ち、11 時よりガバナー、ガバナー補佐と懇談会を行いました。クラブ運営、増強など、適
切なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。
我がクラブも創立 43 年目を迎え、チャーターメンバーも数人となり、世代交代の時期となりつつあ
ります。これからは若い人たちに入会していただき、より一層の活性化を図りたいと思っています。
東日本大震災復興支援、ポリオプラス撲滅運動、友好クラブ野辺地ロータリークラブとの交流、献血、
久喜市民まつり、菖蒲産業祭、会員増強、グループ内合同例会等の活動を積極的に推進したいと考えて
おります。どうぞ井原ガバナー、そして皆様 1 年間よろしくお願い致します。
〔お客様紹介〕倉持政宏副会長

RI2770 地区 ガバナー 井原 實（まこと）様（さいたま新都心 RC）
〃

第７グループ ガバナー補佐 近藤敬男様（蓮田 RC）

〃 地区副幹事

三富俊之様（さいたま中央 RC）

見学者 高橋徳雄様 （有）高橋不動産

米山奨学生 藍 立明（ラン リツメイ）中国山東省青島
日本工業大学 機械システム工学

新会員

横山健次 会員

（有）ハウスクリエイト
久喜市久喜中央 4 丁目 1-36

〔委員会報告〕
＊友好クラブ委員会 加藤久雄委員長 野辺地ＲＣとの青少年交流事業 歓迎会のご案内
日時 2015 年 7 月 28 日（火）18：00～ 会場 老人福祉センター（菖蒲町）
田中市長、柿沼教育長、馬門小橋本校長、PTA3 名、児童 20 名、野辺地 RC5 名 菖蒲小
高砂校長、PTA2 名、久喜青年会議所の皆様が参加されます。会員各位のご協力をお願い
いたします。
〔幹事報告〕進藤和夫幹事
＊リーダーシップ研究会パートⅠ開催の案内：９月１２日（土）10：00～16：30
各クラブ１名 or２名

市民会館おおみや

＊地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ開催の案内：１０月１９日（月）
各クラブ４名 プレステージカントリークラブ 東・西コース
＊第１４回ロータリー全国囲碁大会の案内：１０月３日（土）10：00～16：00
主催 ロータリー囲碁同好会日本支部

日本棋院会館本院

＊第２８回インターアクト年次大会開催の案内：８月１６日（日）9：40～16：20 会場 浦和大学
◎次回 23 日（木）例会は、２５日（土）献血運動に振替ます。
（社会奉仕委員会）
久喜西口駅前 10：00～16：00
昼食 福本 11：30～13：00 （会場にて食券をお配りします）
〔スマイル報告〕金田仁志 SAA
☆ガバナー補佐 近藤敬男様：本日はお世話になります。
☆地区副幹事 三富俊之様：本日は井原ガバナーに付いてお邪魔致しました。お世話にな
ります。よろしくお願い致します。
☆井原ガバナー・近藤ガバナー補佐ようこそ、本日はよろしくお願い致します：松崎宏
☆井原ガバナー・各役員様ようこそお越しくださいました：倉持政宏
☆ガバナー・ガバナー補佐ようこそ：尾崎敏彦・金沢利幸・多田和男・加藤久雄・林明・田口博康・
進藤和夫・飯島誉夫・大塚勉・平澤道男・髙木学・金田仁志・斎藤文平・黒須久雄・正倉勝治・
野原宏・伴光治・野口はやみ・夢川善裕 ☆誕生日のお花を有難うございました：中山登司男
☆いつもお世話になります：天野正幸 ☆いつも出られずすみません：冨田英則
（敬称略・順不同）
〔出席報告〕 出席委員会
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〔卓話〕RI テーマと地区運営

井原

實ガバナー

皆さん今日
は、今年度ガ
バナーを仰
せつかりま
した、さいた
ま新都心ク
ラブ所属の井原實と申します。プロジェク
ターを使ってお話しさせて頂きます。
2015～2016 年度の RI テーマは、「世界
へのプレゼントになろう（Be a gift to the
world）」です。私は 1 月 18 日から 23 日ま
で、アメリカ・サンディエゴで開催された
国際協議会に出席し研修を受けて参りまし
た。RI 会長はじめ、元会長、理事のスピー

与えたかによって判断されるのです」と仏
教やヒンズー教の考え方を語りました。そ
して、RI テーマを「世界へのプレゼントに
なろう」と発表し、
「地位や身の上にかかわ
らず、才能、知識、能力、努力、そして献
身と熱意など、誰でも与える事のできる何
かをもっているはずです。私たちはロータ
リーを通じて、これらを世界にプレゼント
することで、誰かの人生に、そして世界に、
真の変化を起こすことができるはずです」
と締めくくりました。
これを受けて、私は、2015～2016 年度
の地区活動方針を「ロータリーは奉仕を通
じて、人づくり、自分づくり」としました。

チは素晴らしいもので、国際協議会を準
備・運営している RI スタッフとも話す機会
が有りました。これらの経験を通じ、初め
て RI を身近に感じることが出来ました。
K.R. “ラビ” ラビンドラン会長は印刷、
包装、デジタルメディアの上場企業、
Printcare PLC の創始者・CEO（最高経営
責任者）です。Printcare はティーバッグ製
造業界で世界最大手と言われています。ス
リランカから初めての RI 会長です。
ラビンドラン会長は、
「私たちがこの世を
去った後、人が思い起こすのは、私たちが
生前乗っていた車でも、着ていた服でも、
肩書でも、役職でもありません。人生の価
値は、どれほど得たかではなく、どれほど

また、地区運営方針を「ロータリーを学ぼ
う、そして楽しもう」としました。
今年度は、RI のホームページである My
Rotary へロータリアン一人一人が登録す
るように要請を受けております。また、各
クラブの会長、幹事にはロータリークラブ
セントラルへの登録が要請されています。
こ れ を 達 成 す る た め に ク ラ ブ に は My
Rotary 推進者を設けるようにお願いして
います。My Rotary 推進者の支援を受け、
インターネットへのアクセスに慣れて、My
Rotary を活用して頂くようお願いします。
2015～2016 年度が貴クラブにとりまし
て素晴らしい年度となるようにお祈り申し
上げます。

点鐘
～クラブ協議会～
進行 松崎 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。それでは、管理運営部門、倉持委員長よりお願いいたします。
管理運営部門 倉持政宏委員長 新井博出席委員長 尾崎敏彦プログラム委員長
加藤久雄友好クラブ委員長 天野正幸親睦活動委員長 金田仁志 SAA 委員長
会員増強維持部門 服部智也委員長 松永元彦増強委員長代理服部智也委員長 野原宏研修委員長
高木容分類選考委員長代理服部智也委員長
クラブ広報部門 飯島誉夫委員長 正倉勝治広報情報委員長 多田和男会報委員長
鈴木弘道雑誌委員長代理野原宏副委員長
奉仕プロジェクト部門 林明委員長 黒須久雄職業奉仕委員長 河野富美男社会奉仕委員長
野口はやみ国際奉仕委員長 夢川善裕青少年委員委員長
ロータリー財団部門 金沢利幸委員長 平澤道男財団・ポリオ委員長 伴光治米山奨学委員長
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。

井原 實ガバナー講評
管理運営部門 例会プログラムの中に、健康をテーマにしたもの。
あらゆる委員会（友好・親睦

他）の事業に「本多静六林学博士」に因

んだ内容の取組。例会場の雰囲気は居心地が良いだけでなく、厳しさも
必要です。出席率の向上にもつながる。
会員増強維持部門 職業分類表は、毎年整理して時代に
沿った新しい職業の見直し、未充填の分類の補足。
ｋ
広報部門 マイロータリーの活用、ホームページの充実、
ロータリーの友の活用、
奉仕プロジェクト部門

四つのテストの目的

みんなに公平か：職業奉仕

真実かどうか：クラブ奉仕

好意と友情を深めるか：社会奉仕

みんな

のためになるかどうか：ロータリアン
認知症サポートプラン・ソウル大会参加の推進・
日韓親善セミナーの参加
青少年の基本的なニーズを支えるプロジェクト、
インターアクトとのロータリークラブの活動相互交流、
ライラ（社会人の参加）
奉仕の理念を推奨し実践
財団部門 財団・米山・ポリオの目的を再確認して頂き協力をお願いする。
ロータリーは、平和を推進する団体。
ロータリー財団は貧国をなくす。
近藤敬男ガバナー補佐
本日は長時間に亘り、熱心なご討議を頂き有難うございました。
1 年間目標に向かって頑張って下さい。
～懇

親 会～

