
第3027回／9月8日 例会報告

幹事報告をご覧ください。
●9月22日は休会になります。
●9月13日18：00より市産品フェア打合せがあります。
●9月25日17：30より王子駅集合でランニング同好会がありま
す。懇親会は西武池袋本店の天空のBBQで行います。
●ローターアクトの例会が本日より15日に変更になりました。
●10月3日に大利根C.C.にて地区大会記念チャリティゴルフコ
ンペがあります。

豊田理世会員、内田剛史会員、篠田元一会員、白井靖会長、佐野良雄
会員、緒方利明会員

左から
中村大祐幹事､浅沼良成会員、
齋藤幸雄会員､木内賢治会員、
白井靖会長､湯本一資会員、
佐藤龍会員､柳澤昭子会員、
花石啓介会員

①卓話
田中作次様ようこそお越しくださいました。              白井靖会長
瀬田様ようこそ。                                                     白井靖会長
元RI会長田中作次様ようこそ川口RCへ卓話楽しみにしていま
す。                                                                     網谷徹己会員
田中様、瀬田様川口RCにお越しいただきありがとうございま
す。                                                       中村大祐幹事
田中作次様ようこそ川口RCへ。2011年6月ニューオリンズの国
際大会で田中さんがRI会長エレクトとして紹介されたとき会場
に参加していました。もう１１年も経ちましたね。     早船雅文会員
田中元RI会長卓話たのしみにしています。               佐藤進会員
田中元RI会長卓話たのしみにしています。           木内賢治会員
元RI会長田中様　瀬田部門委員長ようこそ。        新井秀雄会員
田中作次様、瀬田様今日はありがとうございます。
                                                                          岡村睦美会員
元RI会長田中様、瀬田部門委員長ようこそ。      田中德兵衞会員
同様の趣旨で。

●会員誕生祝

●表彰　特別功労者表彰

●役員バッジ交換

●入会記念祝

同様の趣旨で。
        佐藤龍会員、小川長四郎会員、小倉克典会員、永井牧会員
元RI会長田中様、瀬田部門委員長ようこそお越しくださいまし
た。                                                                     柳澤昭子会員
元RI会長田中様、瀬田部門委員長ようこそ。            仲川聡会員
先日アモリタさんとお邪魔したときは大変おせわになりました。
飲ませていただいたコーヒーの味未だに覚えています。
                                                                             森絹子会員
田中作次様ようこそ。アモリタさんの卓話に一緒に伺わせてい
ただきました。お元気で良かったです。                朝日恵子会員
②新入会
本庄さんおめでとうございます松本道和会員
本庄様入会おめでとうございます。増田泰久会員
同様の趣旨で。田中德兵衞会員、北村透会員、白井靖会長
本日より入会させていただきます。川口ロータリークラブを盛り
上げていけるよう尽力して参ります。本庄安寿会員
③配偶者誕生祝
おめでとうございます。白井靖会長、田中徳兵衛会員
夫の誕生日祝いをありがとうございます。これからも元気でい
て欲しいと思っています。渡辺成子会員
④その他
あれだけ暑かった夏も人知れず終わってしまい、少し寂しい気
分です。                                                             篠田元一会員
ロータリーの友９月号51ページの鈴鹿ベイロータリークラブの
写真の一番左に写っているのは私です。今年もF１に行きます。
                                                                             白井靖会長
小川さんウクライナ大使館の写真ありがとうございます。
                                                                         中村大祐幹事
先日のアユツアーにおこしいただきありがとうございました。
                                                                     田中德兵衞会員
本日は孫の安寿が入会します。どうぞよろしくお願いします。
                                                                         本庄久子会員

幹事報告　中村大祐幹事

最近の7年間における国際ロータリー役員として行動本部はアメリカのシカゴ
67才～　未来の夢委員会委員､平和シンポジューム組織委員会委員､2008-09年度国際ロータリー会長ノミニー指名委
員会委員､ロータリー財団資金管理委員会委員。
68才～　2008年ロスアンゼルス国際大会委員会委員､財団ポリオ撲滅提唱グループ委員会委員､財団管理委員会委員。
69才～　2010-11年度RI会長ノミニー指名委員会委員､ロータリー財団の資金管理委員会委員長､恒久基金日本委員会
副委員長､財団執行委員会委員､未来の夢委員会委員､平和フォーラムを開催(ベルリン､ハワイ､広島にてそれぞれ2千人
以上の参加)。
70才～　ロータリー財団管理委員､バーミンガム国際大会委員長､国際ロータリー会長ノミニーに当選。
71才～　シカゴ本部に私と家内が転居､リスボン国際大会を主催､平和ベルリン委員会に出席。
72才～　野田総理大臣にRI会長就任のご挨拶､各新聞社のインタビューに答える､シカゴでのRI会長就任記念植樹､シカ
ゴでのパレードで車から手を振る､シカゴ本部18階の国際ロータリー会長室に転勤。
73才～　北京でのダボス会議に出席､財団と国際ロータリー理事会の合同会議に議長として出席､11月の国連日に国連
でスピーチをする､奉仕を通して平和をP e a s e T h r o u g h S e r v e 平和フォーラムを世界の3か所で開催。ベルリン
､ハワイ､広島(夫々2千人以上のご参加)二人でバチカン宮殿でのローマ法王とのご面会。
74才～　訪問～グレンエステス100周年のRI会長自宅(アラバマRC)､RI(国際ロータリ一)会長としてアフリカ8か国､
オーストラリア､サンパロー､トロント､イスラエル､フランクフルト､モンバイ､カルカッタ､バングラデシュ､デリー､
ジャイパー､ベンガル､アブダビ､ポルトガル､スリランカ､コロンボ､パラグアイ､オランダの平和会議､RIBI会議を含め
て約75か国を訪問し各所にてスピーチを。

RI国際協議会トレーニング.リーダー 
バーミンガム国際大会委員長に就任 
国際ロータリー理事
グレン•エステスRI会長主催祝賀会議 実行委員長 
ロータリー財団管理委員
ロータリー財団の資金開発委員会委員長 
ロ ータリー財団財務委員会委員
国際大会会長としてポルトガルのリスボンで国際大会を主催 
RI会長に就任(ノミネート後エバンストンに2年半転居)
国際大会会長としてポルトガルのリスボンで国際大会を主催 
名誉平和博士号受領 from The IIS University Jaipur India
財団基金設立：田中作次冠名世界平和Fellowship基金設立 
上記基金の利息により現在まで8人の平和フェローを送り出した

超我の奉仕賞、RI会長賞、ロータリー財団功労賞 
ポール•ハリス•ソサエティ創立会員、米山功労者
アーチ•クランフ•ソサエティ創立会員、メジャードナー 
ロータリー財団特別功労賞
名誉平和博士号受領 from The IIS University Jaipur India 
ロータリー財団寄付額累計100万ドル達成賞(2012-13会長年度) 

1997～98年 
1997～98年 
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表彰

　2021年9月13日 ロータリー.クラブ強化のヒント            田中作次
下記の項目からクラブで挑戦できる必要な項目をいくつかお選び頂き、クラブ 
運営に少しでもお役に立つことができれば幸いでございます。
1.  クラブは奉仕の幅を広げすぎず、絞り込んだ地域社会奉仕活動を実施
2.   委員会の数はクラブの規模に沿って適正な数に
3.   派閥がなく風通しの良いクラブつくり
4.   みんなが仲良く、誰とでも話し合いができる雰囲気づくり 
51年未満の新会員研修を適時行う
6.老•壮•青の年齢バランスも重要であり、クラブの中•長期計画にも載せる
7 .社会人としての倫理観、信義感そして社会に対して奉仕の気持ちを持つ人を
8.    会長は謙虚さをもちクラブ運営にて誰からでも意見やアイデアを聞き学ぶ
9. 全例会時間の厳守：時間延長は来訪者や、会員に迷惑、超多忙な人の集まり
10.   頻繁な例会日の変更は結果的に退会者を増加させることになる
11.   誰も退会しようと思った経験があり、退会を思い留めさせる義務がある
12.   例会欠席の多い会員への気遣いと対応は早めに実施する

［世界のロータリー］
　世界の環境変化と共に、クラブもその時代に合わせて現状にマッチさせるよう適切に変化させることが重要です。どのよう
な変化を取り入れるべきかについては、主体性を持つクラブが理事会を通して検討する必要があります。これには、年会費の
妥当性や例会出席の見直しも含まれます。例えば、若い世代の会員にも合うような年会費の額、朝、昼、夕方などの例会時間
の再検討、家庭の主婦を含めた女性会員の増加､魅力ある例会プログラムへの再検討､あらゆる奉仕活動の見直しも含まれます。
　また現在意義ある奉仕活動をクラブなどで行っているか、｢ロータリーに関心を持ったのはなぜか｣、｢クラブが取り組める地
域社会の本当のニーズは何か｣｢ロータリーで何をしたいか｣など、新会員の声に耳を傾けることで、これまでに見えなかった新
しいアイデアが浮かぶかもしれません。また、国際ロータリーの長期計画を参考に、地区内では各クラブの3か年長期計画を立
てておられると思います。ロータリーは常に目標を立てそれを目指して活動します。生きている、ありとあらゆるものが成長
するように、組織も成長しなければ存続できません。長い歴史を持つロータリークラブの皆さまは、このことをよくご存知の
事と思います。それぞれのクラブは設立された時と全く同じ姿ではないでしょう。
　重要なことはそこに常にロータリークラブがあるということです。表層が様々に変化しても、ロータリーの中核、つまり奉
仕への献身は変わりません。その意味ではクラブはいつの時代も同じクラブです。クラブのお陰で、皆様の地域は以前よりも
良い地域社会になりました。そして、これからも末永ぐ皆様のクラブと共に、この地域で人々が助け合い支え合って、発展し
ていくことでしょう。ロータリークラブのある地域社会は、クラブのない地域よりも必ず良い場所になると私は信じています。
　ロータリーがある地域社会の人々の人生は、必ず豊かなものになると思います。ロータリーが大きくなればそれだけ強くな
りますが、会員数を増やすことだけを目的に新会員を入れてもロータリーは強くなりません。ただクラブに入会するのではな
ぐ真のロータリアンとなれる人を迎え入れ、クラブでしっかりと指導してこそロータリーは強くなれると思います。
　私が八潮ロータリークラブに入会した日は、新しい人生を歩み始める第一歩となりました。人々とのつながり、奉仕を通じ
た満足感や達成感、そして平和を、それまでよりも深く感じるようになりました。私は、この気持ちを多くの人に伝えていき
たいと考えておりますが、その方法の一つが、ロータリーへの入会をお誘いすることだと考えています。入会見込者に伝えな
ければならないのは、ロータリーが素晴らしい団体であるということ、そしてロータリーへの入会によって彼らの人生がより
幸せになるということです。ここにいる私たち全員が、会員であることの素晴らしさを知っており、ロータリーを愛していま
す。私たちがロータリーで見つけた幸せを、多くの人々に知っていただきたいと思います。
　今から約56年前の1975年にロータリーへ入会した当初、それから私の人生が全く違った方向に向かっていくとは思ってもみ
ませんでした。ロータリーのお蔭で私の今日があり、私の生きる目的が明確になりました。それは他者や社会の為のために自
分のできる範囲に於いて、少しでもお役に立ち地域社会そして世界平和のためになれることです。
ロータリーでは常に目標を立て、それを目指して活動しています。生きているありとあらゆるものが成長するように、組織も
成長しなければ存続できません。固有の歴史と伝統を持つクラブの皆さまは、このことをよくご存知ではないでしょうか。各
クラブが設立された時と現在ではまったく同じ姿ではないでしょう。幾世代にもわたり、前の世代が去り、次の世代の会員が
入会します。そして毎年、役員が交代し年によっては違う新しいプロジェクトが実施されます。
RI会長の役割は何ですか：
エバンストンで執務している以外の日は、RI会長は各国を訪問していると言っていいかもしれません。国際ロータリーを代表
する者として、各国の現または元政府指導者と会談することになっています。ロータリーが1985年から開始したポリオ撲滅運
動を通じてメリンダゲーツ財団との深い信頼関係も強化されました。さらに人道的、教育的プログラムを通じて世界理解と親
善そして平和を推進しています。
　定期的に行われる大切な会合として、まずRI理事会が挙げられます。クラブの管理主体も、クラブの理事会であるのと同じ
ように、RIの管理主体もRIの理事会で、RI会長はRI理事会の議長を務めます。理事会は、世界中の全クラブを代表する責務をも
つ理事17人と、RI会長、RI会長エレクトの計19人で構成されています。またRI会長は、そのほかの国際的会合に出席します。RI
会長指名委員とRI理事 指 名 委 員 を 選 挙 す る た め にR I 理事会が編成したクラブの集団をゾーンといいます。このロータリー
ゾーン研究会で講演を行なったり、ロータリーの行事日程表では、特別の行事とみなされていますので、毎年度開催されると
は限りませんが、会長主催会議を持ちます。私がR I 会長をさせて頂いた2012－13年度の11月にベルリン、1月にハワイ、5月に
広島の世界の3か所で平和フォーラムを夫々3日間にわたり主催し、3か所共に夫々2千人以上のご参加を得ることができまし
た。

「世界のロータリー」 2012-13 年度　RI 会長 田中作次 様

打ち水同好会のお知らせ
8月6日11時より、川口駅前やドンキホーテ
前で実施を予定しています。
詳細は後日お知らせします

●配偶者誕生祝

事業所：青山プロパティ㈱
住　所：川口市栄町 2-12-23-2F
ＴＥＬ：048-229-0762
ＦＡＸ：048-229-0763
役職名：代表取締役

青山  徹
あおやま   とおる

米山記念奨学生の陳 冰冰さんに米山奨学金を
支給しました。

川口ロータリークラブ／週報_No.5／中／A3／2018.8.6入稿分

入会式

本日の行事

● 卓話

①GO-KON 交流会　（本庄久子 ブライダル委員長）

●入会式

事業所 ： 第一生命　西川口オフィス

住　所 ： 川口市芝新町 6-15　わらび市川ビル７階

Ｔ Ｅ Ｌ ： 050-3782-1352

Ｆ Ａ Ｘ ： 048-269-5822

役職名 ： 代表取締役

生年月 ： 昭和 20 年 4月

紹介者 ： 田中德兵衞

奨学金支給

川口商工会議所事務局長の伊藤
様がお越し下さいました。

杉山  伶子
すぎやま　  れいこ

ニコニコ資金報告　早船茂雄委員

332,000円
35,000円

332,000円

前日までの累計
本日の計(35件)
本日までの累計

本日分
会員数
会場参加

   9月8日
　 101名
　   49名

Zoom参加
Make-Up
出席率

　     6名
        8名
 67.02%

出席報告　荻野梓委員長

おしらせ


