２０２０-２１年度テーマ
｢ロータリーは機会の扉を開く」

地区運営方針
「新たな機会へのチャレンジで
クラブに活力を！」

クラブ方針
「地域と共に」
～多様な人と協力・参加の
機会の扉を開く～

こんにちは。梅雨明けもまだ先のようで蒸
し暑い日が続いていますが、体調管理皆様気
を付けてください。さて、本日は蓮田ロータ
リークラブ５０周年を迎え、来年５月１６日
の周年事業へのクラブフォーラムを行いま
す。成功するために十川実行委員長のもと皆
様の御協力を賜りたいと思います。まず初め
にチャーターメンバーである土橋会員から
50 年前の蓮田ロータリークラブの立ち上げ
からの卓話をお願い致しました。そして川田会員からクラブの概要
を説明頂き、皆様の意見をお聞きしたいと思います。これまでの
50 年を振り返りこれからの 50 年を考えていきたいと思います。
本日もよろしくお願い致します。

例会場 魚庄別館 2F
点鐘

＜ロータリー米山記念奨学会ニュース＞

12:30

・今月の「ハイライトよねやま」が出来上がりましたのでぜひご覧下

会長

加藤

始

幹事

舟山

清志

＜地区事務所＞

司会

島村

功

・ロータリー文庫より 7 月よりホームページの利用にユーザー名と

✰斉唱
今月の歌

さい。

奉仕の理想
浜辺の歌

パスワードが必要になりました。
・ロータリーの友より新型コロナウィルス感染拡大に伴い、国内ロー

✰唱和

タリークラブの及ぼした影響を調査すべくクラブ宛アンケート依頼

四つのテスト 野村 均

が届きました。
＜蓮田市少年野球連盟＞

✰卓話
クラブフォーラム 進行 加藤始

・大会開催順延が続き、役員会で今後の日程の見直しを実施しました

十川英男

夏休みを返上しての大会運営を各団体の賛意のもと実施することと

蓮田ロータリークラブのはじまり

なりました。開会式につきましても、ご提供いただきます「新優勝

５０周年実行委員長

土橋藤男
５０周年事業について 川田金造
※各テーブルで話し合い

杯」の贈呈式も行います。
開会式 8／１０（月祝）９：３０開式、黒浜運動公園野球場
＜蓮田ロータリークラブ＞
・８/２６納涼移動例会の出欠の回答をお願いします。
・前期会費

７／３１まで

・事務局電話番号

振込にてお願いします。

080-9396-9810

登録お願いします。

・８/５は早朝移動例会になります。秀源寺にて 6:00 点鐘です。
・８/1９は魚庄様が夏休みの為、例会を８/１２にします。県会議員
山口京子様がいらっしゃいます。ご参加お願い致します。

2 ページ
✽親睦活動委員長

川田

金造

8／２６（水）５０周年納涼移動例会について
場
所：浦和ロイヤルパインズホテル スカイバンケットホール
PM5:00（点鐘）
集合場所 蓮田駅（改札）PM4：20
現地集合
PM4：55

21 階

※ 中止の場合は、加藤会長、クラブ管理運営部門委員長 飯野さん、親睦活動委員長 川田さんの 3 名で
決めたいと思います。何卒よろしくお願い致します。

５０周年実行委員長

十川

英男

こんにちは。
実行委員長の役目を仰せつかりました。
簡単に引き受けてしまいましたが、みなさんと一緒にひとつずつクリアし
て、よりよい５０周年記念式典ができるようにがんばりたいと思います。
皆様よろしくお願い致します。

『蓮田クラブのはじまりについて』

土橋

藤男

昭和４６年６月創立
岩槻クラブがスポンサーで誕生『増強と拡大』
拡大委員長 塩原春夫様
特別代表 岡田喜一郎様
ガバナーの拡大補助者 星野一夫様
６月２６日 創立総会
会長 栗原増太郎氏
幹事 土橋藤男氏
明治生まれ７名・大正生まれ７名・昭和生まれ７名 合計２１名
翌月７月第 1 金曜日第 1 回例会
あれから４９年２３５３回の例会 正に感慨無量であります。
ＲＣ連合体 R I 加盟認証状 昭和４６年秋に到着
時のガバナー青山様（千葉市川ロータリークラブ）来蓮
翌４７年６月４日 認証状伝達式（チャーターナイト）
会員２名増強して２３名
創立総会＝結婚式 チャーターナイト＝披露宴
この年の２月創立の桶川ロータリークラブと合同で上尾福祉会館で
挙行されました。蓮田・上尾のボーイスカウトも参加し、ボーイスカ
ウトの栗原さんが最後に万国旗入場しました。
埼玉・千葉は同地区で３５７地区、東京は３５８地区。両地区をはじめ、東北・中国・四国からもお出で
いただき、１０００名を超す参加者でありました。
その時、まだ町であった蓮田町は 人口３５２７４人、市の一般会計予算９億８千万、蓮田駅の一日乗降
客は 約１１０００人でした。この年の１０月に市制施施行されました。

「記念講演」
ブリヂストンタイヤ 副社長 成毛収一様
「企業の社会的責任について」
・田子の浦のヘドロ問題
・隅田川の汚染問題
・水俣病（熊本・新潟）の問題
当時のロータリーに相応しい講演でした。
「記念品」

『一隅を照らすこれ則ち国の宝なり』天台宗 伝教大師最澄
「照一隅」の額を参加者全員に贈呈しました。
鎌倉円覚寺の管長さんに揮毫をお願いし作製しました。
２０周年過ぎ迄入会者全員にお贈りしていました。
その後は、会員であった蓮田４丁目の慶福寺住職の関口さんに揮毫をお願いし、
一隅を照らすのは職業生活・社会生活においてロータリアンとしての基本としておりました。
「前事務局の堀切さんの挨拶」でもあったように、蓮田クラブの会員のロータリー生活の基本・運営方針
です。
「懇親会」 歌謡ショー 霧島昇・芹洋子

クラブフォーラムの概要の説明

５０周年事業について

川田金造

多くのロータリークラブで行われてきたおなじみのイベントであります。周年事業の意義がはっきりわか
らない人がいらっしゃると思います。周年事業では近年ロータリーの役割を世の中に知らせるという重要性
がでてきている。
◎話合う内容
１．蓮田ロータリークラブの良さを印象つける方法または、ブランド力をあげる方法
２．ロータリアン 他団体 地域のコミュニティーなどに蓮田ロータリークラブを知ってもらう方法
３．今現在蓮田市や第 2770 地区においての我がクラブポジションを分析し、現状を把握して下さい。
４．過去にどんなことをしてきたか
５．これから社会にどんな価値を提供していくか
６．現在の蓮田クラブのステータスを強化していくにはどうするか
＜田中政司さん、山岸茂夫さん、田原春夫さん＞
・ロータリーはブランド、ステータスではない。５０周年に向けての事業を本来話し合うべきでは？表題と
内容が一致していない。2 については、ロータリー活動を PR する→ロータリー活動のみえる化
＜齋藤清和さん、飯野浩一さん、佐々木隆史さん＞
１．良さを印象付ける方法…個人の向上を図ること
２．クラブを知ってもらう方法…奉仕活動の効果的な広報
３．我がクラブのポジション…頑張っていると感じる
５．社会にどんな価値を提供していくか…社会に対してコツコツ貢献していけるようにしたい
６．強化していくには？…１～５と同じ
＜土橋藤男さん・十川英男さん・岩崎一隆さん・白日光さん＞
・記念講演は時季を得たテーマを選んでやって欲しい。テーマと講師選びは重要。
・記念事業として通常財団米山に特別寄付をしてきたが…。
・登録料は 20000 円だが、多くのが参加してもらうには 15000 円にしてはどうか
＜深田博明さん・金子淳美さん・武藤倫雄さん＞
・ロータリアン以外の方々に何をやっている団体かを伝えていく事。
・ロータリーは奉仕活動が一番大事である。
・青少年奉仕活動と一緒にやれば、地域の方々、若い方々、ロータリアン以外の人達に参加してもらう事業
を行う。
・このフォーラム以降、周年事業までの間に何回かディスカッションを重ねてほしい（夜間例会など）
・奉仕活動の場で写真パネル等で普段の活動を紹介しては。
個人ではなく、委員会で話し合って
こういう５０周年事業をやりたいと出してもらえるとありがたい

＜栗原均さん・波多野勝治さん・黒須雅行さん＞
１．実行委員会のメンバーは決まっているが、具体的な組織の詰めはこれからであるが、コロナ禍にあり、
遅れているのは事実です。
２．イベント内容等については、各部門で早急に具体化する必要がある。
３．最終は 2 月上旬の地区の判断を参考にすべきでは。
４．最終は小規模（身近なとこ）でやった方が良い
＜古壕明人さん・野村均さん・森伊久磨さん＞
・ロータリーのブランド力やステータスをあげるには、有名なロータリアンの写真パネル等を出すことで
アピールすることができるのでは。表現の仕方を考えるとよいのでは。
＜渡辺圭さん・島村功さん＞
・奉仕活動に力を入れる。例えば元荒川の川掃除をロータリークラブ、ロータアクト、インターアクト、
ボーイスカウト、行政、観光協会とやることで市民にアピールできる。
・第 2770 地区でクラブ対抗ゴルフ大会を開催する。

加藤

始さん

本日はクラブフォーラム 土橋さん卓
話お願い致します。50 周年成功する
よう頑張りましょう。
舟山清志さん 本日は 50 周年事業についてのクラブ
フォーラムです。皆様のご意見を宜し
くお願い致します。本日、ご出席あり
がとうございます。
深田博明さん 十川会員 50 周年事業卓話よろしくお
願い致します。
岩崎一隆さん 十川実行委員長ご苦労様です。
野村 均さん 本日もよろしくお願いします。50 周
年に向けてのお話宜しくお願いします
飯野浩一さん むし暑い日が続きますね。皆様ご自愛
ください。
八鍬伸一さん コロナの足音がヒタヒタと近づいて来
ています。くれぐれも気を付けましょ
う。
波多野勝治さん 50 周年記念事業に対する活発な意
見具申よろしくお願いします。
田中政司さん 蒸し暑い日が続いています。梅雨はい
つあけるのでしょうか？皆様ご自愛下
さい。
土橋藤男さん 蓮田クラブ初期の話をさせていただき
ました。まとまらないですみません。

渡辺

圭さん

連日コロナの話題で気が滅入ります
が、皆様とお会いできて不安が飛びま
す。本日もありがとうございます。
川田金造さん クラブフォーラムよろしくお願いしま
す。
齋藤 清さん 50 周年事業頑張って下さい。
黒須雅行さん 50 周年フォーラムよろしくお願いし
ます。
武藤倫雄さん 本日もよろしくお願いいたします。
白 日光さん 今日もよろしくお願いします。
森伊久磨さん 本日はよろしくお願い致します。
金子淳美さん 本日もよろしくお願いします。
齋藤清和さん 本日もよろしくお願いします。
佐々木隆史さん本日もよろしくお願いいたします。
小林健男さん 本日はよろしくお願いします。
栗原 均さん 本日もよろしくお願いします。
島村 功さん 本日もよろしくお願いします。
十川英男さん お世話さまです。
山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。
中村和彦さん 本日もよろしくお願い致します。
田原春夫さん 宜しくお願いします。
古壕明人さん おせわになります。

総数

出席免除

出席

欠席

本日の合計

累計

総数

５０

１

２７

２４

￥３９,0００

￥1７７,000

２７名

本日の出席率

５５．１０％

例会場 魚庄別館 2F
事務所 蓮田市西新宿１－４８－１
例会日 水曜日 12:30～13:30
ＴＥＬ 080-9396-9810
ＦＡＸ 048-765-1289
e-mail hasudarc@gmail.com
http://www.hasuda-rotaryclub.com/

目標額
会 長
会長エレクト

￥1,700,000

加藤 始 幹 事 舟山清志
飯野浩一 副会長 古壕明人
副幹事 小林健男
公共イメージ向上委員長 金子 淳美
副委員長 武内 里佳
委 員
深江 瑞枝
濱谷 楽夢

