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会長の時間         内田 学 

本日は、2570 地区 第 3 グループ ガバナー補佐 

吉田 譲二様 (入間南RC) の例会訪問におこし頂き、

例会前 11 時より、各書類の監査をして頂き、承認

を頂きました。吉田 栄治会計を始め、担当の皆さ

ん、事務局の大原さんの的確な処理には、感謝して

おります。後ほど御挨拶をいただきたく、宜しくお

願いいたします。 

 皆さんは、ちゃんとストレッチをなさっているか

判りませんが、今日は肩ストレッチをします。    

手の平を上にして両手を開いて、１，２，３, 

手のひらを合わせます。手の平を下にして、１，２，

３，手の甲を合わせます。 

皆さん、以前のときよりは、肩が動く様になりま

したか？ お疲れさまでした。会長の時間でした。 

 

幹事報告         鈴木 伴忠 

◆コーデイネーターニュース ９月号 

◆RLI セミナー開催案内 (再度) 

◆［RIJO-FAQ］2015 年-16 年会長賞  補足説明

ウエビナー  

◆特別月間（8 月）名称変更のご案内 「会員増強・

拡大月間」→「会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進月間」 

◆ガバナー公式訪問時 出席者のご案内 

◆例会変更・・・入間 RC、所沢 RC  

◆週報・・・入間南 RC 

 

会員の皆様へ      本橋 正夫 

 来週 9 月 5 日（土）午前 9 時から西武球場で、

会員の吉田 孝之様が代表をしている青少年の為

の野球チーム「所沢グリーンベースボールクラブ」

が 第 40 回全日本クラブ選手権本大会に出場致し

ます。 

地元開催の利を生かし、ご家族・友人等お誘い合

わせの上、是非ドームまで足をお運び下さいます様

お願い申し上げます。 

協賛金が多く振り込まれていますが、面倒な方は

私が預かって代理で届けます。皆様よろしくお願い

致します。 

 

■出席報告 

月 日 8/25 

会員数 34 

出席者 28 

出席率 82.3％ 

前回修正 94.1％ 

 

 荻野 陽一 

 

 

川島 昇 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

9/1 「日本音楽のﾘｽﾞﾑとﾒﾛﾃﾞ

ｨとﾊｰﾓﾆｰ」民族音楽院 

 岡本樹童様                                                                                                                                                                                         

9/8  ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

      所沢市内 5 ｸﾗﾌﾞ合同 

  9 月会員誕生 

堀江 大  荻野 陽一 

本橋源太郎 

  9 月ご夫人誕生 

小暮 幸子 須澤 弘子 



 ニコニコボックス     石井 秀夫 

内田 学   吉田ガバナー補佐ようこそ所沢西に

お越し下さいました。 

鈴木 伴忠 吉田ガバナー補佐様 本日はよくお出

で下さいました。よろしくお願いしま

す。 

鈴木 真澄 吉田ガバナー補佐様 本日はお忙しい

中御苦労さまです。 

室伏 秀樹 吉田ガバナー補佐、本日は本当にご苦

労様です。2 年前のご同輩としてお察

し致します。  

本橋 正夫 インターシップ学生 城西大学 松島 

慎君です。私の

会社で 1 週間勉

強します。 

本日の例会に出

席させていただ

きます。 

  

 

卓話  第３ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  

吉田 譲二様 

 

皆さん こんにちは 

本年度ガバナー補佐を務めさせて頂きます、入間

南 RC 所属の吉田讓二です。 

創立して 31 年を迎えた歴史と伝統ある所沢西ロ

ータリークラブさんの例会に始めて訪問させてい

ただきました。 

所沢は、小学校の 2 年までみゆき町、牛沼、に住

んでいて富士幼稚園、松井小学校、所沢小学校に通

っていた、ある意味故郷を感じる土地です。 

宮崎駿のとなりのトトロを観ていると、幼少の頃

を思い出します。 

年度計画書を拝見させていただくと、過去に補佐

を 3 名選出されておられますし、私より若いメンバ

ーは 6 名でロータリー歴の長い諸先輩の方々ばか

りの前ですが、方針から述べさせて頂きます。 

K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長は、RI のテーマ

として「世界へのプレゼントになろう」を掲げられ

ました。 

第 2570 地区高柳育行ガバナー氏は、「ロータリー

の心を実践しよう」を地区テーマとしておられます。 

高柳ガバナーの意とするところを各クラブへお

伝えし、各クラブからの現況、要望を高柳ガバナー

にお伝えします。また RI、地区の各部門の方針な

どをクラブへ伝達し、地区との情報伝達がスムーズ

な環境をサポートすることで各クラブが効果的で

円滑な活動が実施され、クラブ間の親睦の増進、一

人一人のロータリアンが RI テーマ、地区テーマを

実践できてロータリーの理解が深まり、クラブの活

性化に繋がるお役にたてます様に願っております。   

一人一人のロータリアンと各クラブにとって高

柳年度が素晴らしく飛躍する年度になりますよう

に皆様のご協力をお願い申し上げます。 

本日私は所沢西ＲＣを訪問させて頂き、例会の前

に、会長、幹事さんを相手にして各種書類の点検を

させて頂きました。帳簿類は事務局さんのきちんと

したお仕事により、整備されており楽に点検できま

した。内容は正確で素晴らしいものでした。 

内田会長は、クラブテーマに、「楽しくなければ、

ロータリーじゃない」を掲げて RI 会長のテーマも

ふまえて、ロータリー活動を作っていきたいと述べ

られています。 

私も、内田会長の考えにとても共感します。是非

とも実現させて頂けたらと思います。 

注意事項ですが、RI への報告は、ネットでロー

タリークラブセントラルへの報告に完全移行され

ています。 

以前の様にクラブの事務局さんが、2570 地区へ

報告していれば 0K ではなく、既に数年前から RI

への報告は、クラブからネットで直接アップロード

するように移行されていて、セントラルへのアップ

ロードは、会長、幹事、事務局、などに制限されて

います。アクセス出来る項目など、地区、クラブの

役職により制限が異なり厳格に管理されています。 



ロータリークラブセントラルへクラブの状況な

どの情報を直接アップロードするのは、クラブの最

低用件条項のひとつです。 

地区も、ロータリーセントラルからクラブの状況

を確認していますが、クラブが地区への報告した情

報と RI 本部へ報告した情報が一致しない事がある

との事です。 

原因は、クラブからの報告内容が地区と RI と同

一でないか、どちらかへの報告がされていないかで

す。 

クラブによっては、会長、幹事など役員変更を

RI に報告をされていないクラブもあるそうです。   

前年度が役員変更を RI に報告していない場合、

現会長などが RI に報告しようにも、アクセス制限

されてしまい報告できません。第 3 グループに関し

ては大丈夫ですが、その場合 RI 本部から日本事務

局へ指示が入り、地区事務局経由でクラブに指示が

あるとの事でした。 

クラブは、RI と直接繋がっています、RI 本部か

らすべての連絡事項が地区経由でクラブの事務局

に入るとは限りません。メールの発信元をチェック

して下さい。会長だけに RI 本部より翻訳されたメ

ールが送信される場合がありますので注意が必要

です。 

RI 会長からの送信されるメールもあります。 

IMですが来年の2月27日土曜日の開催になります。 

詳細については、未定ですが実行委員会を立ち上

げるむねを発表しました。 

場所については、入間市産業文化センターを確保

しました。 

内容についても、案はありますので近々交渉を始

める予定です。 

 

公式訪問に関しては、昨年同様に RLI 方式を高

柳ガバナーは希望しておりますが合同例会など場

合によっては従来の方式でも良いとの事ですので

宜しくお願いします。 

 

地区大会に関してですが、会場は本庄カインズホ

ームの本社です。 

映像と音響の設備が素晴らしいとの事です。 

 

先日、補佐会合の席で高柳ガバナーは会場を生か

して映像と音響効果の演出で感動する事をやりた

いので何か良い案があれば提案して欲しいと希望

されました。 

 

入会したての頃、私にとって色々な面で凄く良か

ったと感じている事ですが 

炉辺会合のおかげでロータリーにとけ込む事が

速くできました。 

炉辺会合については頻繁に行なわれているので

しょうか 

ロータリーは、炉辺で親睦が深まりそれがロータ

リーの活性化に繋がるから炉辺が大事だと、ある先

輩がよくおっしゃっています。 

基本的に炉辺は誰もが楽しいと感じて過ごす時

間を共有する事なので、そこで友情、思いやりが芽

生え、退会防止、会員増強にも炉辺は重要な役目を

果たすと思います。 

特に新しい会員は、炉辺次第で例会の出席、ロー

タリーが続くかどうかに関係してくると思います。 

前任補佐の沼崎さんは、ロータリーは楽しくなけれ

ばとおっしゃっておられました。 

誰しも楽しくなければ、どんな事でも続けていく

のはつらい事ですよね。 

新しい会員に関して、皆さん基本的に優秀な人た

ちなので早い頃からクラブの役をやってもらえば

クラブの活性化にもなるし、ロータリーが楽しくな

れば誰かを誘ってくれ手会員増強にも繋がり、楽し

ければ退会防止になります。 

来年まで補佐訪問として何度かクラブを訪問さ

せて頂きますのでよろしくお願い致します。ありが

とうございました。 

 

       今週の担当   須澤 一男 

 

 

 

 

 

 

 

 


