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2010 11  

司 会  森村 等ＳＡＡ 

点 鐘  鯨井会長 

ソング  奉仕の理想 

 

 

来賓 

澤田 将信 様 

（第５グループガバナー補佐 熊谷单ＲＣ） 

 

 

会長挨拶             鯨井会長 

 

本日は、澤田ガバナー補佐を迎えての例会です。

澤田ガバナー補佐、よろしくお願いいたします。 

１１時より関係書類の閲覧、そして、適正である

ことの確認いただきました。その後、懇談を行い和

やかな雰囲気のうちに一時間が経過しました。あり

がとうございました。 

一年に一回の機会です。ご指導いただいたことを

糧に充実したロータリー活動に生かしていきたいと

思います。 

澤田ガバナー補佐とは、ペッツ、セミナー、会長

幹事会等数回ご一緒させていただいておりますが、

その都度、歯切れの良いスピーチに、バイタリティ

ーあふれる、健康的な様子を感じます。 

ロータリーのことだけではなく、日ごろのライフ

スタイルのことも聞かせていただけたら幸いです。 

 

 

幹事報告             堀越幹事 

 

1. 第５グループ第２回会長 

幹事会開催について 

日時 

９月２日（木）午後６時～  

 

場所  

  ホテルガーデンパレス 

 

2. ガバナー事務所より 

①� 公式訪問において懇談会に在籍３年未満の

会員の出席をお願いしたい 

②� 今年度アカウントとパスワードの送付 

③� ガバナー事務所の夏休み  

８月１３日～１６日  

 

 

委員会報告 
出席報告           加藤 恭保委員 

例会日 総数 出席免除 欠席者 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 

8/2 21 6 (4) 4 84.21% 1 

 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 
ニコニコボックス拠金報告    加藤 恭保委員 

例会日         件数 金額 

8/2 本日の報告 17件 27,000 円 

  本年度累計 39件 65,000 円 

 

 

澤田 将信さん  

お世話になります。熊谷单ＲＣ澤田です。本日はガ

バナー補佐として参上いたしました。よろしくお願

いいたします。 

 

鯨井 邦男さん  

澤田ガバナー補佐、本日はよろしくお願いいたしま

す。 
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堀越  真さん      〃 

 

早川 清治さん      〃 

 

森  弘一さん 

澤田ガバナー補佐、ご来訪を歓迎いたします。よろ

しくご指導ください。 

 

古屋 一生さん  

澤田ガバナー補佐、いつもお世話になっております。

本日はよろしくご指導お願いいたします。 

西クラブ３５周年にはご多忙のところご出席ありが

とうございました。 

 

野中 治己さん  

澤田ガバナー補佐。ようこそおいでくださいました。

ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

田代 充雄さん 

澤田ガバナー補佐。ようこそおいでくださいました。 

ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

誕生祝ありがとうございました。 

 

村山 廣道さん  

澤田ガバナー補佐、本日はありがとうございます。 

 

加藤 睦夫さん 

澤田ガバナー補佐、本日はありがとうございます。 

当クラブに元気をください。 

 

庄内 邦雄さん  

澤田ガバナー補佐、ようこそ！ 本日はよろしくお

願いいたします。 

 

橋本 篤史さん  〃 

 

加藤 恭保さん  〃 

 

浅井 純次さん  〃 

無事退院いたしました。 

 

森村  等さん 

澤田ガバナー補佐様、本日はようこそ熊谷西ロータ

リークラブにお出でくださいました。よろしくご指

導の程お願いいたします。ご来場誠にありがとうご

ざいます。 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕          加藤恭保委員    

 

8/1国際奉仕部門セミナー報告 

 

 

 

 

親睦委員会            田代委員 

 

結婚記念日  
龍前  隆さん  8月 9日 

 

誕生日  
吉田 正己さん  昭和 45 年 8 月  7 日 

龍前  隆さん  昭和 27 年 8月 20 日 

田代 充雄さん  昭和 45 年 8月 21 日 
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『卓話』  第５グループガバナー補佐 

澤田 将信 様 

 

 

 皆さん今日は熊谷单クラブ所属の澤田で

す。本日は第５グループガバナー補佐訪問と

して参りました。また、ニコニコボックスに

は大変多くの歓迎のお言葉をいただき誠に

有難うございます。 

 それでは、自己紹介をさせて頂きます。職

業は生花販売で会社名は第一フローリスト

です。熊谷市を中心に 4 店舗で営業をして

おります。ロータリー暦は平成元年に熊谷東

ロータリークラブに入会し熊谷单クラブ創立とともに移籍いたしましてロータリー

暦は 22 年目になります。 

 本日はガバナー補佐訪問として午前中より鯨井会長さん、堀越幹事さんと事務所に

てロータリー関連書類の点検をさせていただきました。すべての関連書類点検項目は

整理されておりますことをご報告させていただきます。 

 国際ロータリーのテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」レイ・クリンギンスミス会

長はロータリアン以外の人々にロータリーの目的を説明すること、ロータリアンにロ

ータリーの原則の重要性を再認識してもらうことを今年度のテーマにしております。

国際ロータリー第 2570 地区西川武重郎ガバナーは幸せな未来を創るために、利地の

心で行動しよう。今年度のテーマに掲げております。私、第５グループガバナー補佐

として各クラブに効果的プログラムをいかに支援、援助できるかがガバナー補佐とし

ての役割です。第５グループ１０クラブを年度内に４から 6 回訪問することになっ

ておりますが、本来担当するガバナー補佐が受け持つクラブは 4 クラブから 6 クラ

ブです。ちょっと大変ですが皆さんのご理解とご協力を頂きながらがんばって行きた

いと思います。会長幹事研修会、会長幹事会も実施し、研修委員会からロータリー情

報として大変勉強になりました。今年度も会員増強に重点を置いております。過去 5

年間で増強変化では第５グループ内で熊谷クラブが 8 名増です。羽生クラブ、加須

クラブが増減なし、他のクラブは６名から 12 名の減です。大変会員数が減っている

のが現状です。各クラブさんも入会の努力はしていると思いますが目標を達成するよ

うに頑張ってください。 

 クラブ研修リーダーの役割についてお話をします。前年度も入会 3 年未満の会員

の方に研修会を実施しました。今年度は各クラブにクラブ研修リーダーを設けました。

クラブの研修リーダーには、次の 4 点を盛り込むようにします。 

 

１． クラブ指導者（会長、副会長、幹事、各委員長等）が地区研修会合に出席す

ることを要請する。 

２． 新会員のための一貫したオリエンテーションを定期的に実施する 
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３． 現会員のために継続的教育の機会を提供する。 

４． 全会員が指導力育成プログラムを受けられるようにする 

 

具体的なお話はセミナーで地区研修委員からクラブ研修リーダーにご説明がござい

ます。 

 私が実際に経験したことをお話して結びとさせていただきます。しばらく前ですが

熊谷農業高校の女子生徒 1 年生と担任先生が研修で私のお店に来られました。生徒

に学校は楽しいか尋ねると、沈黙し、すると生徒は、「学校はつまらない。こんな学

校とは思わなかった、やめたいです。」先生はビックリしていました。私は生徒に「本

当に学校が楽しくないの、やめたいの」と尋ねると、生徒は「やめたいです。」と言

いました。「そんなに楽しくないとか、つまらないなら早くやめな」と私は言いまし

た。「でもね、学校で何か楽しいことあるでしょ、私はね学校で一番楽しかったのは

お昼を食べることだったよ。お弁当の時間楽しくないの」と尋ねてみると、生徒は「楽

しいです。」と初めて言った。「それでいいんだよ、学校はお弁当を食べに行けばいい

よ。そのうち楽しいことが見つかるよ。自分で選んだ学校でしょ、あまり深く考えな

いで楽しく生きようよ。」それから 2 年半が過ぎたころお店にあの生徒が尋ねてきま

した。私は留守電話で話を聞いた。「大変お世話になりました。無事に学校を卒業で

きることになりました。卒業後は自分で選んだ大学に進むことになりました。本当に

有難うございました。」と、お礼の挨拶でした。自分もビックリし感動しました。生

徒はあの時、自分の心境を聞いてもらいたかったのかな、でも良かったです。こんな

経験をしました。いま、地区では高校生社会体験委員会があり各クラブ会員の事業所

の協力を頂き社会体験を実施しております。今回も熊谷西ロータリークラブさんでも

ご協力頂きまして誠に有難うございます。 

本日はガバナー補佐訪問として卓話の時間もいただき有難うございました。来週は西

川ガバナー公式訪問ですのでよろしくお願い申し上げます。 

 

 
 

 


