
       

✽2020-21 年度会長            加藤 始      

・次年度の例会場は魚庄別館になります。

✽2020-21 年度親睦活動委員長       川田金造

・納涼移動例会について

８月１日（土）会場は未定

皆様のご参加宜しくお願い致します

✽公共イメージ向上委員長          島村 功

ロータリーの友５/６月号  紹介記事

・ロータリーの適応性が試されるとき      Ｐ９

・特集 海洋プラスチック問題 プラスチックの罠 Ｐ30

ROTARY AT WORK

・少年サッカー大会を支援（浦和ダイヤモンド） 26  Ｐ79

埼玉りそな銀行蓮田支店 3F

点鐘     12:30

会長    野村 均

幹事    齋藤清和

司会    金子淳美

お客様の紹介

親睦活動委員長 舟山清志

✰本日のビジター

第７G ガバナー補佐

      八鍬伸一様

故鯨岡文夫会員ご子息

      鯨岡秀樹様

米山記念奨学生

ヌル シャリザ様
✰唱和

ロータリーの目的 島村 功

四つのテスト 栗原比呂志

✰委員長活動報告

１．クラブ管理運営部門

２．会員増強維持委員会

３．奉仕プロジェクト部門

４．職業奉仕委員会

５．社会奉仕委員会

６．国際奉仕委員会

７．青少年奉仕委員会

８．ロータリー財団委員会

９．米山記念奨学・学友委員会

✰卓話

クラブ研修リーダー 川田金造

          皆様、こんにちは。久し振りの例会が開催

出来て本当に良かったです。

そして、大変な時期に例会にご参加いただ

きありがとうございます。

LINEビデオ例会よりも、やはり実際にお

会いして話をするのは楽しいですよね。

今年度も来週の最終移動例会が最後になり

ます。例年、魚庄本店で行っていましたが、今回は少しでも密を避

けるために別館で行うことになりました。少しご不便をおかけする

とは思いますがご参加よろしくお願いします。

後、行事が少なくて発表も大変だと思いますがどうぞよろしくお

願いします。

ROTARY CLUB OF HASUDA

WEEKLY REPORT
２０１９－２０年度テーマ
Rotary Connects the World
｢ロータリーは世界をつなぐ」

｢ポリオ撲滅活動から、

クラブ活性化へ」

｢将来に向けてリーダーの育成」
～５０周年に向けて～

地区事務所より

・米山記念奨学生入学式案内

・グローバル補助金における上乗せの変更について

・FW：財団室 NEWS 2020 年 6 月号  回覧

・2020-21 公式訪問前提出書類について

次年度第７Ｇガバナー補佐 伊藤様より

・第７G 第 1 回会長・幹事会開催案内

・ガバナー月信 新企画について

公財）ロータリー米山記念奨学会より

・新型コロナウィルス感染拡大に伴う米山奨学生への対応について

雅楽谷の森フェスティバル実行委員会より

・雅楽谷の森フェスティバル開催中止案内
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６月の御祝い

会員誕生日 佐々木隆史 桐田直樹

小林健男 舟山清志

会員結婚日 武藤倫雄

配偶者誕生日 秋葉喜美江 佐々木紀子

白濱泰江 小林澄子

山岸浩子

      

コロナの影響で会長・幹事会も

２月迄でした。一年間大変お世

話になりました。

父はロータリーが人生の殆どだったし、

もう少しやりたかったと思います。

葬儀の際には大変お世話になりました。

末永く、今後とも宜しくお願い致します。

皆様宜しくお願い致します。

    クラブ管理運営部門委員長

加藤 始
      クラブ管理運営部門として 6 つ

の委員会を担当させていただきま

したが、新型コロナウイルスの影響

で各委員会は思うように開けず皆さんご苦労された

と思います。

例会場では出席委員会、会場委員会が時間まで

に立派に設営をして頂いたと思います。

親睦委員会は良い企画を考えて頂きましたが、最

後はコロナウイルスの影響で若さを保つ会も含めて

かなえられず残念でした。

プログラム委員会と公共イメージ向上委員会もこ

の影響下で委員会開催できず発揮しきれませんでし

た。

このような状況は今後もあるかもしれません、そ

れに備えて新しい委員会の在り方を考えなければな

らないと思いました。   

一年間ありがとうございました。

    会員増強維持委員長 黒須雅行
    野村年度、会長方針で 5 名増強と言

う目標でした。年度初め会員数 52 名

からスタートでした。積水ハウス

（株）齋藤さんに代わりに佐々木さん

が 7 月に入会してくださいました。1 名増の 53 名

になりました。

今年度の会員増強維持部門セミナー参加した際、

公共イメージ部門から入会パンフレットコンテスト

の依頼があり、蓮田 RC は応募した結果、公共イ

メージ部門賞をいただきました。いざ、入会パンフ

レットを持ち会員増強を後期から頑張ると思った矢

先、新型コロナウイルスの影響により勧誘活動も頓

挫してしまいました。

鯨岡さんが亡くなられ、熊倉さんが一身上の都合

により、栗原正生さんコロナウイルスの影響により

退会することになりました。現在は会員数 50 名で

す。会員増強は結果がすべてあります。委員長とし

て力不足であり、大変申し訳ありませんでした。

次年度も会員増強維持委員会の委員なので、今年

の分も頑張ります。

以上で 1 年間の委員会報告とさせて頂きます。
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      職業奉仕委員長 山岸茂夫
今年度職業奉仕委員会の活動は

「互いの職業について学び合う」と

いうことで 10 月、11 月で会員の

「企業訪問」を計画し、何度も開催

期日を提案・相談しましたが、優先順位の高い活動

と重なり断念いたしました。

もう１つの「奉仕プロジェクトで職業スキルを活

かす」については、継続事業でもある「出前授業」

を 1 月 23 日に実施する事が出来ました。今回も対

象は地元の蓮田松韻高校（1･2 年生約 380 人）に

対して 2 コマずつ計 4 コマの講義を行いました。

講師を務めたのは、当クラブ会員である桐田直樹会

員と岩崎理会員です。桐田住職は、「お坊さんと

は」と題して質疑応答形式で高校生にも分かりやす

く仕事の内容を説明しました。岩崎弁護士は「名探

偵コナンその後」と題してアニメでは描かれていな

い逮捕されたその後のことを弁護士の仕事から説明

しました。両講師とも身近な事柄を交え高校生にも

分かりやすく仕事や社会のことを講義したことで生

徒も耳を傾けていました。

本年度は、その後コロナの事情もあり以上が今年

度の職業奉仕委員会の活動です。

      国際奉仕委員長 田中政司
     当委員会は年度計画書に 4 つの奉仕活動を実施すると記載しましたので、その報告を

させていただきます。

第 1 に地区補助金（大口枠）を活用したプロジェクトの検討及び実践については、

タイ国北部チェンマイ県オムコイ郡にある保健所に緊急処置室の増築と医療機器の寄贈を

地区補助金 8 千ドルの予算で実施し、2 月の検証に行き、またチェンマイ北 RC への訪問についても例

会で報告をさせていただきました。

第 2 にグローバル補助金を活用したプロジェクトについては、タイ国北部において 6 つの重点分野の

どれかに合致し 3 万ドル以上の規模の事業は難しく後年にお願いしたいと思います。

第 3 に姉妹クラブとの交流、発展については、昨年 10 月に台北古亭クラブ訪問へ野村会長を含め

10 名で訪れ次年度 50 周年に来日するようお願いをして来ました。

第 4 に国際大会（ハワイ）への参加の奨励については、配偶者等を含めて 11 名の参加を予定してい

ましたが、残念ながら新型コロナウィルスの影響で大会自体が中止となりました。

以上で報告を終わりますが、最後に一年間皆様方のご協力に感謝申し上げます。

      奉仕プロジェクト部門委員長  岩﨑一隆
年度計画書に地区運営方針の文章から 2019-20 年度の RI マーク・ダニエル・マローニ

会長の講演を引用させて頂きました。

『ロータリーだけでなく、どの組織でもリーダーの目標は、決して「可能な限り最大限を達

成すること」であるべきではなく、「周りの人が可能な限り最大限を達成できるようにする

こと」であるべきです。』とありました。

奉仕プロジェクト部門は、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の 4 委員会から構成されていま

す。昨年 7 月から小林ガバナー年度が始まり、ロータリーは世界をつなぐという活動方針の下、ポリオ根

絶活動から、クラブ活性化へという運営方針が発表ささました。

蓮田ロータリークラブでも、10 月 27 日をポリオデーとし、パルシーで行われたいきいき健康フェス

ティバルにてポリオ根絶キャンペーンを行いました。11 月のサッカー大会、雅楽谷の森フェスティバルへ

の参加、年が明け、1 月の清掃活動、2 月のタイ国チェンマイ県オムコイ郡メンソレーヴ村に検証、サッ

カー大会、野球大会と 2 月までは順調に活動が出来ました。

      社会奉仕委員長 栗原比呂志         
     50 周年の事業の一つとされた

岩槻 RC との共催された少年サッ

カー大会をはじめ、特別養護老人

ホーム「こころの杜」への車椅子の

贈呈（共：Ｒ財団委員会）、雅楽谷の森フェスティ

バル奉仕、市内清掃奉仕、市内中学校野球大会、

（コロナで中止になりましたが桜まつり）等々いろ

いろな行事に参加し、勉強させていただきました。

貴重な一年間 委員会メンバーの皆様の協力のも

と進められたこと感謝申し上げます。

また、担当の委員長の岩﨑一隆さん、副委員長の

川田さんご指導ありがとうございました。

災害義援金関係 助成・寄付金関係

九州豪雨災害義援金 MOU 美術作品展

台風 15 号災害義援金 社会福祉協議会

台風 19 号災害義援金 蓮田マラソン

首里城火災義援金 ボーイスカウト助成金

コロナ支援金 日本赤十字社

歳末助けあい
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ロータリー財団委員長

栗原 均
     本年度のロータリー財団は「ポリ

オ・ポリオ・ポリオ」の一年で有りま

した。

7 月、10 月の市行事に参加してポリオ募金活動

を致しました。結果、$42656,23 1 名当たり

$81,85/$50 大幅に目標をクリアー出来ました。

年次基金と恒久基金も 100%達成出来ました、

これも会員皆様のご協力のお陰です。有り難う御座

いました。

又、地区補助金通常枠にて、特別養護老人ホーム

「こころの杜」に車椅子 2 台寄贈できホームの人た

ちに喜んで頂けました。

  
       

     

青少年奉仕委員長 田原春夫      （代読 委員渡辺 圭）

11 月 16 日浦和美園サッカー場に於いて岩槻 RC・蓮田 RC 共催による小学生のサッカー大会が行

われました。参加３６チームで予選を勝ち抜いた 16 チームで決勝大会でしたが、普段使えない本物の

芝の上での試合という事で子ども達は喜んでくれた事と思います。何より色々と準備や打ち合わせをし

て頂いた秋葉会員のご尽力に感謝致します。

2 月 11 日黒浜西中学校に於いて 4 校参加による中学校野球大会が行われました。（昨年の 11 月

23 日予定をしていましたが雨で延期）まだ、2 月という事で風も強く寒い一日でした。川田さんには

ストーブまで用意して頂き有難うございました。試合中下級生でしょうか、最初から最後までずっと途

切れる事無く声出しをしていた子供がいました。ただ何と言っているか誰にも解らない応援でしたが栗

一商店さんがたいそう感動した様で最後にステーキ用の高級牛肉をプレゼントして頂きました。

一年間色々と御手伝い頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。

年次基金 11,000 ドル

①土橋②飯野③桐田④栗原均 ⑤八鍬

⑥川田⑦岩崎一隆 ⑧田中政司⑨田原⑩岩﨑理

⑪富田

達成率  105.77%

恒久基金 2,000 ドル   100%

①野村②齋藤清和

米山記念奨学・学友副委員長

深江瑞枝
新型コロナウイルス過の中、例会が

開かれなかった状況下においても、

米山特別寄付金（￥100,000/1 名）

関根会員、栗原均会員 他 41 名 会員全員の皆様

にご協力頂き、寄付地区目標及び寄付者率も 100％

達成できました。

これも一重に蓮田ロータリークラブ皆様お一人

お一人ご協力とご理解の賜物と感謝申し上げます。

4 月からは米山奨学生のシャリザさん迎えること

ができました。

米山特別寄付金 ￥1,174,000

①野村 ②土橋藤男 ③深江 ④波多野 ⑤加藤

⑥近藤敬男 ⑦黒須 ⑧舟山 ⑨秋葉 ⑩ 古壕

⑪田中雪心 ￥100,000/一人

関根（￥28,000）栗原 均（￥5,000）

41 名（￥1,000）  寄付者率 100%

普通寄付金   ￥262,500

達成率     108.42%

【グローバル補助金における上乗せの変更について】
グローバル補助金プログラムは、2013 年の開始以来、大きな成果を収め、成長を続けています。この成長は

素晴らしいものである一方、WF（国際財団活動資金）のキャパシティを超えるほど大幅にグローバル補助金への

需要が高まるこ とを意味しています。

この理由により、財団管理委員会は、WF を地区財団活動資金（DDF）への上乗せにのみ使用することを決定

しました。 この上乗せは、引き続き同額（1 対 1）の上乗せとなります。補助金への現金拠出への上乗せは、

2020 年 7 月 1 日より 廃止されます。7 月 1 日時点で提出済みであり、未承認のグローバル補助金申請書につ

いては、引き続き現金拠出へ の WF からの上乗せが行われます。

年次基金への寄付は、DDF と WF を生み出すために投資されます。補助金支援のための現金寄付は投資されま

せん。 年次基金をご支援いただくことにより、人びとの生活に変化をもたらすグローバル補助金プロジェクトの

ための DDF と WF の両方を強化することができます。

さらに、ロータリアンによる新型コロナウイルスへの懸命な対応により、本年度のグローバル補助金予算が使い

果たされ ました。新型コロナウイルス流行の発生後、グローバル補助金の申請数は 33％上昇しました。これは

ロータリアンが即 座に行動を起こしたことを意味しており、大変素晴らしいことです。今回の決定がなされたも

のの、ロータリーでは申請書 の審査を続行し、7 月 1 日に補助金の承認が再開された際に即座に対応できるよう

努めてまいります。 この重要な情報をクラブにお伝えいただけますようお願いいたします。
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                     「会員が知って欲しい知識/特に会長幹事」      

                               クラブ研修リーダー  川田金造

●15.2 クラブ・フォーラム
クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・
青少年奉仕の五大奉仕部門委員会主催のクラ
ブ・フォーラム（討論会）は、奉仕部門ごとに
最低年 1 回、開催するように奨励されていま
す。各奉仕部門担当の役員・理事・委員長が討
論リーダーとなり、それぞれの部門のクラブ活
動の内容や課題について、会員が意見を出し合
い、フリーディスカションするのが本会合の目
的です。クラブ・フォーラムは元来「クラブ会
員による討論会」ですから、主催者側からの一
方通行的な卓話や情報の提供だけで終わらない
ように進めることが重要です。

●15.3 クラブ・アセンブリー   
（協議会）

クラブ・アセンブリー（協議会）の開催頻度はク
ラブにより異なりますが、一般的には次のような
順序で開かれています。
第１回目：次年度のための地区協議会終了後、
次年度の RI 及び地区の活動方針について報告と
協議を行ない、同時に次年度クラブ会長のクラブ
運営方針の発表を行なう場とする。
第２回目：新年度の開始直後の早い時期に開催
し、各奉仕部門及び各委員会のクラブ活動計画に
ついて発表と協議を行なう。
第３回目：ガバナー公式訪問前に、ガバナー補
佐同席のもとに開催し、ガバナー補佐はガバナー
に対してクラブの活動状況を報告する。
第４回目：上半期末に開催し、各奉仕部門・委
員会の上半期中の活動の総括と下半期の活動計画
について協議する。
第５回目：下半期の中頃に開催し、各奉仕部
門・各委員会の活動状況の再チェックを行なう。
第６回目：次年度の役員・理事・委員長と合同
で開催し、本年度活動の総括と次年度への引継ぎ
を行なう。

なお、クラブ協議会の議長を務めるのはクラブ
会長です。クラブ協議会の出席者は役員・理事・
委員長だけのクラブがありますが、手続要覧に
は、「クラブの全会員の出席が要請される」と記
されています。すなわち、クラブ協議会では、ク
ラブ全体の活動状況が話し合われるわけですか
ら、全会員に出席を要請し、クラブ協議会を会員
がクラブ活動への参画意識を高める場、また会員
の教育の場にすることが望まれます。クラブ協議
会開催の際には、ガバナー補佐・ガバナー補佐エ
レクトの出席を要請し、クラブ活動全般について
の指導を受けることになっています。

●15.4 クラブ情報集会・クラブ研修会

情報集会（インフォームド・ミーティング）
は、過去には「家庭集会」、或いは「炉辺会
合」とも呼ばれていました。現在では親睦会を
兼ねた「情報集会」を開くクラブが多くなって
います。当 2770 地区では、「クラブ会員の研
修」を今後の地区重点活動項目として取り上げ
ておりますので、クラブ研修委員会、あるいは
規定情報委員会の主催のもとで、各クラブがい
ろいろなかたちの「ロータリー情報集会」ある
いは「クラブ会員研修会」を企画・開催される
ことをお奨めしております。

●クラブの理事会
クラブの意思決定機関
理事会に必ずメンバー（正会員が条件）になる
役職理事 会長 会長エレクト 幹事 直前会
長 副会長は選ばれた場合になる役員 会長
直前会長 会長エレクト 幹事 会計 副会長
会場監督（役員であるが細則で理事会のメン
バーでもいい
ＲＩの理事会は、19 名までなのでそれに準じて
19 名以下できめるのがいい
理事 役員資格は､瑕疵なき会員（会費をいつま
で払うか？

●ロータリーの義務         

（会費 出席 友の購読）
会費は所定の期限後 30 日以内に納入していな
い会員には幹事が書面をもって催告しなければ
ならない。催告の日付後 10 日以内に納入され
なければ理事会にかける
蓮田のやり方催告後納入されなければ、紹介者
と相談をする
出席率 50%達しているか、クラブのプロジェ
クト 12 時間参加していなければならない
購読の例外 同じ住所に住んでいる会員は 1 冊
でいい
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八鍬伸一さん 野村年度も残り 20 日となりました。

あっという間の一年。最後までしっか

りとお願い致します。

鯨岡秀樹さん父 文夫のおつき合いくださいまして、

皆様には大変お世話になりました。

野村 均さん 皆様、お久し振りです。先月、嫁の誕生

祝いありがとうございました。りそなで

の最後の例会ご参加ありがとうございま

す。

齋藤清和さん 皆様ご無沙汰しております。コロナの混

乱で、気が付けばこの会場での最後の例

会となってしまいました。この一年色々

な事がありましたが、ご協力いただきあ

りがとうございました。

黒須雅行さん お久しぶりです。古希の祝いありがとう

ございます。今日は高齢者講習会を受け

てまいりました。これから免許の申請に

行きます。

飯野浩一さん 結婚祝い、誕生祝いありがとうございま

す。皆様元気そうで何よりです。

岩崎一隆さん お祝いの品ありがとうございます。

金子淳美さん 結婚祝、誕生祝ありがとうございます。

皆様お元気でお会い出来てうれしいです。

本日もよろしくお願い致します。

川田金造さん誕生祝い、結婚祝いありがとございます。

山岸茂夫さん お祝いありがとうございます。本日もよ

ろしくお願いします。

栗原 均さん 皆さん、ごぶさたです。ロータリークラ

ブにより、ウェブ例会 ライン例会とク

ラブ差を感じました。妻へのお花ありが

とうございました。

田中政司さん 久しぶりの例会ですネ。遅くなりまし

たが、家内への誕生プレゼントありが

とうございました。

土橋藤男さん 皆さん、しばらくでした。又よろしく

お願いします。

深江瑞枝さん お久しぶりです。皆様のお元気な姿拝

見でき、とてもうれしいです。

舟山清志さん お久しぶりです。本日は引越作業のお

手伝いありがとうございました。本日

も宜しくお願い致します。

白 日光さん お久しぶりです。皆様にこうして元気

にお会いできてうれしいです！まだま

だ気をつけなければいけませんが、ま

た宜しくお願いします。

加藤 始さん 一年間お世話になりました。次年度も

よろしくお願い致します。

栗原比呂志さん 暑い日が続いています。御身体 御

自愛下さい！りそな銀行 例会最後で

すネ！

島村 功さん 例会が再会できよかったです。来月か

ら新しい会場での例会を楽しみにして

います。

富田 穣さん 久しぶりです。世の中は大変ですが、

皆さんにあえてうれしいです。本日も

宜しく。

渡辺 圭さん お久しぶりです。やっとお会いできて

うれしいです。

伏見晴雄さん 本日も宜しくお願い致します。

佐々木隆史さん 本日もよろしくお願いいたします。

齋藤 清さん お世話になります。

総数 出席対象 出席 欠席

50 50 23 27

本日の出席率 46.00％

例会場 埼玉りそな銀行蓮田支店 ３F

事務所 蓮田市本町 4-１１ 日信ビル 2F

例会日 水曜日 12:30～13:30

ＴＥＬ 048-765-1288

ＦＡＸ 048-765-1289

ｅ-mail hasudarc@gmail.com

http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

会 長    野村 均  幹 事 齋藤清和

会長エレクト 加藤 始  副会長 桐田直樹

             副幹事 舟山清志   

公共イメージ向上委員長  島村 功

     副委員長  関根 浩

      委 員   齋藤 清 勝沼 稔

        八鍬伸一 宮野訓夫 一之瀬真弥

        星野正男 加藤 始 土橋克美

本日の合計 累計 総数

￥146,000 \1,171,775 24 名

目標額  ￥1,700,000


