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1．点鐘 
2．ロータリーソング 
   『 それでこそロータリー 』 
3．お客様紹介 
   越谷ロータリークラブ 会長 山田 二三夫 様 
           プログラム委員長 豊田 高行 様 
4．会長卓話 
5．幹事報告 
6．委員会報告 

社会奉仕委員会 委員長 大濱裕広 会員 
7．スマイル報告 
   開場運営委員会  大濱裕広 会員 
8. クラブフォーラム 
   クラブ活性化委員  松﨑義一 副委員長 
9．出席報告 
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 会長卓話  

 
松井 昭夫 会長 

皆さんこんにちは。先週の 16 日から 20 日の日程

で、グロ―バル補助金事業である、血液保存用冷蔵

庫の贈呈式と、国際親善旅行を兼ねてインドネシア

のバリ島へ行って参りました。またこの旅行に参加頂

きました、会員の皆様には大変感謝いたしております。

有難うございました。17 日にバンリ県とジュンブラナ

県に有る、病院にそれぞれ血液保存用冷蔵庫を贈

呈して、先に贈呈した一台と併せて三台の保存用冷

蔵庫を贈呈致しましたが、各県からそれぞれ大変感

謝された有意義なプログラムで有ったと思います。 
翌日の歓迎会では、カナダのキャンベルロータリー

クラブの会員ともご一緒する、夕食会で友好を兼ねた

楽しい夕食会と成りました。 
また、本日のクラブフォーラム宜しくお願い致しま
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す。 
【ある和尚の独り言】 
 人間だからこそ自分のことは、なかなか自分ではわ

からないもの。でも、あなたの人柄はあなたのお友達

を見れば分かります。 
『高いつもりで低いのが教養』 
『低いつもりで高いのは気ぐらい』 
『深いつもりで浅いのが知識』 
『浅いつもりで深いのが欲の皮』 
『厚いつもりで薄いのは人情』 
『薄いつもりで厚いのは面の皮』 
『強いつもりで弱いのが根性』 
『弱いつもりで強いのが我』 
『多いつもりで少ないのが分別』 
『少ないつもりで多いのは無駄なのです』。 
『咲いた花見て喜ぶならば咲かせた根元の恩を知

れ』 
というのが人間の生きていく基本です。感謝の気持

ちを持たなければどんなにお金があっても良い生活

はできません。心の持ち方次第で幸せにもなるし不

幸にもなる。何で私だけこんなに不幸なんだろうという

受けとめ方もあれば、自分よりもっと苦しんでいる人い

るかもしれないという考え方もある。辛いことは、あな

たに与えられた一つの試練だと思えばいい。その試

練を乗り越えられなくて、愚痴ばかり言っていたら、人

間として失格です。よく、失敗しないようにと言います

が、人間だからこそ、失敗が許されます。人間は失敗

しても悔い改めることができます。ですから、生きるこ

とを面倒に考えず、自由奔放に生きたら良いのです。 
【笑顔にまさる化粧なし】 
「訪ねる人に微笑みを、去りゆく人に幸せを」 
「あの子もこの子も、みんなの子佛の子」 
私の人生も残り少ない人生かもしれませんが、でき

得れば悔いのない人生で終わりたい心境ですが、こ

ればかりは『神のみぞ知る』ことですね。皆さん、悔い

のない人生を送りたいものですね。 

 
 お客様挨拶  

 
越谷ロータリークラブ 山田 二三夫会長 

プログラム委員長 豊田高行 様 
この度は 4 月 18 日に開催されるフジテレビ「とくだ

ね」などで活躍されている笠井アナウンサーの講演

会に多くのご参加をお願いしたく訪問させていただき

ました。 

 
笠井アナウンサーが執筆した 
「僕はしゃべる為にここに来た（被災地）」の販売を

行います。どうぞ宜しくお願い致します。 
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 幹事報告  

 
須賀 篤史 幹事 

・地区より決議審議会クラブ提案のお願いが届いて

おります。 

・インターアクト・ローターアクト合同奉仕活動・懇親会

の案内が届いております。 

・事務局杉山さん、伊丹さんに今月分の給与をお支

払いしました。 

 

 委員会報告  

 
社会奉仕委員会 
大濱 裕広 委員長 

・4 月 9 日 柔道大会終了後に美都炉にて懇親会を

開催します。FAX を流しますので、宜しくお願い致

します。 
・柔道大会開催に伴い 4 月 5 日 社会奉仕委員会を

開催します。 

 
  クラブフォーラム   

 
クラブ活性化委員 松﨑 義一 副委員長 

 

 

鈴木 英男 会員 

 

クラブ・フォーラムについて 
 クラブ・フォーラムの総括についてお話させて頂きま

す。 
 先ず小林 操会員が、2019～2020 年度のガバナ

ーに指名されおめでとうございます。 
ガバナーは第 2770 地区内の指名委員会によって

指名され、ガバナーに就任しますと地区内における

国際ロータリーの管理役員になります。 
 ガバナーノミニー、ガバナーエレクト、ガバナーの主

な任務について、私なりに纏めたものを参考までにお

話をさせて頂きます。 
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ガバナーノミニーの任務 

2017～2018 年度、長谷川会長年度にガバナーノ

ミニーになります。ガバナーノミニ―の期間中は、ご自

身がガバナー就任に向けての勉強・準備期間になり

ます。 
 そして、今年 11 月の大貫ガバナー年度の地区大

会で正式に紹介され、小林ガバナーノミニーとしての

挨拶があります。 
 
ガバナーエレクトの任務 
ガバナーエレクトは 2018～2019 年度で、吉澤会

長年度になります。 
ガバナーエレクトの期間は、ガバナーに就任間近

と言うことで一層の準備に追われます。 
2018 年の中川ガバナー年度の地区大会では、越

谷北 RC が小林ガバナー年度のホストクラブとして、

地区大会の開催日、開催場所等を PR しなければな

りません。 
ガバナーエレクトとしての任務について、私なりに

纏めてみますと 
①先ず、第 2770 地区のガバナ―補佐、部門委員長、

地区委員等の任命があります。 
②ガバナーに就任する年の 2019 年１月に、米国カリ

フォルニア州サンディエゴで開催される 
国際協議会に奥様と一緒に出席されます。ここで、

日本 34 地区のガバナーになられる同期の方と顔

を合わせることになります。研修期間は 10 日位と

聞いております。 
③帰国しますと諮問委員会で報告をし、補助金管理

セミナー、地区チーム研修セミナー、会長エレクト

研修、地区研修・協議会等をガバナーエレクト主催

で開催しなければなりません。 
④ガバナーに就任直前の国際大会にも出席しなけ

ればなりません。 
 

 
ガバナーの任務 
ガバナ―の就任は、2019～2020 年度になります。

ガバナーとしての主な任務を纏めてみますと 
①地区内新クラブの結成、既存クラブの強化助成が

あります。 
②2019 年 12 月までに地区内 73 クラブを公式訪問

し、各クラブへの助言、活性化に努めます。 
③2019 年 11月に 2日間に亘って開催される地区大

会を企画し、統括を努めます。また、他地区の地区

大会にも、小林さんは出席することになります。 
④セミナーとしては、7 部門の部門セミナーの開催が

あります。 
⑤地区内 12 グループの IM に出席し、助言をしな

れればなりません。 
⑥各委員会に出来るだけ出席し、委員会活動につい

てアドバイスをすると共に、部門、および各委員会

が開催する各種行事への参加があります。これが

大変かと思います。 
⑦国際大会で、次年度ガバナへの引き継ぎがありま

す。 
 以上のように、ガバナーノミニ－の時からガバナー

の任務は大変になりますが、ガバナーの推薦クラブ、

即ち当クラブが一体となって、ガバナーを支援してい

かなければなりません。 
クラブから地区への出向者も多くなりますが、次の

担当者の選任が重要です。 
・

常にガバナーを支援し、地区事務所にも出向く機

会が多くなります。ガバナ―補佐会議、部門委員長会

議等もガバナーと打ち合わせの上、企画、実施しな

ければなりません。 

地区幹事の選任 

また、各委員会を支援していきます。 
 
・

地区大会の開催日、開催場所の選定、他地区へ

地区大会実行委員長の選任 
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の対応、スケジュール、プログラム、予算の算出等が

あります。    
 地区大会当日は、ＲＩ会長代理ご夫妻の接待、歓迎

晩餐会もあります。また、他地区のガバナーも出席さ

れますので、その対応もあります。 
 

・

副幹事も当クラブから 10 人位選任され、各部門の

セミナー、委員会開催等の準備・支援を行うと共に、

各委員会を支援することになります。 

地区副幹事の選任 

 
最後にクラブからガバナーが選出されることは、クラ

ブにとっては光栄なことであり、クラブの歴史に残りま

すので、しっかり支援していきたいと思います。 
 

 

      
・バリ、グローバル補助金事業の冷蔵庫贈呈式、並び

に国際親善旅行参加の皆さまありがとうございまし

た。又会員の皆さまから多大な寸志ありがとうござ

いました。越谷ロータリークラブ 山田会長、豊田様

ようこそ                     松井昭夫 
・越谷 RC 山田会長、豊田様 ようこそ。  

 須賀篤史             
・お忙しい中、越谷ロータリークラブ公開例会キャラバ

ンに参りまして誠に申し訳ございません。皆さま方

のご参加をお願い申し上げます。   
 山田二三夫 

・本日はクラブフォーラムのお忙しい所お邪魔させて

いただきありがとうございました。当クラブの公開例

会に多くの皆さまのご参加宜しくお願い致します。 
                           豊田高行 
・観桜例会の頃は一番の見頃になるはずです。良か

ったですね。                 一柳昌利 
・バリプロジェクトお疲れ様でした。      小林 操 

・明日が彼岸最終日です。今日は 2 時から彼岸回向

に行きますので早退させていただきます。 
石井知章 

・バリへ行った方々大変御苦労様でした。 
 鈴木由也 

・本日のクラブフォーラム 松﨑副委員長宜しくお願

い致します。越谷 RC 会長山田様、豊田様ようこそ。 
宮崎敏博 

・本日はクラブフォーラムです。皆さまご協力を宜しく

お願い致します。               松﨑義一 
・越谷 RC 山田会長、豊田さまようこそ！クラブフォー

ラム宜しくお願い致します。         大熊正行 
・バリ旅行同行の皆さま、お世話になりました。 

太田靖彦・小林政一・小林光則・黒田幸英 
・越谷北 RC 会長山田様、豊田様ようこそ。 

会田謙二・青木清・岡﨑勲・佐藤要 
今井英治・新沼 徹・中澤伸治 

・台湾の台北 北門 RC と台北 民権 RC へ訪問して

きました。                    木村二夫 
・PETS 終わりました。           長谷川真也 
・国際親善における奉仕活動に会長をはじめ参加さ

れた皆さまお疲れ様でした。        関森初義 
・前回欠席してしまい申し訳ございませんでした。台

湾、バリ出張お疲れ様です。         伊藤 純 
・日頃お世話になっております。これからも宜しくお願

い致します。                  近藤慎吾 
・本日早退します。すみません。       江口公晴 
・世界平和の為に                市川洋和 
・本日も宜しくお願い致します。        髙瑠美子 
 

出席報告  
会員数             52 名 
出席免除者          14 名 
出席者             42 名 
欠席者             10 名 
出席率            89．0% 
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 1996 回 移動例会  於：上野精養軒 
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満開の桜とは行きませんでしたが、多くの皆さまに

お集まりいただき 3 クラブ合同例会を成功させる事

が出来ました。今週末が関東では桜が満開予定で

ございます。改めて皆さま桜をお楽しみくださいま

せ。 
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