２０２１-２２年度テーマ
｢奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」

地区運営方針
｢奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」
～奉仕するとき、誰かの人生だけで
なく自分の人生も豊かになる

クラブ方針
「新たなスタート
変化と成長を求め
親睦と奉仕を楽しもう」
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飯野浩一

幹事

小林健男

司会
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✰斉唱

国歌「君が代」

それでこそロータリー
今月の歌

雨降り

✰唱和
ロータリーの目的

渡辺 圭

四つのテスト

土橋藤男

✰家庭集会

発表

各グループ代表者

こんにちは。本日は、第 242１回の例会とな
ります。5 月 21 日(土)は、『平澤 仁 ヴァイ
オリンリサイタルｉｎ大宮』でした。当日は、地
区事業の宮古島でのＲＹＬＡ研修、次年度地区補
助金のプレゼンテーションと重なったこともあり、
多くの方が集まる例会は約 2 週間ぶりとなります。
それ以降に、家庭集会を実施していただきましたの
で、なんとなく寂しいということは丁度なかったかなと思ってはおりま
す。27 日(月)は、親睦ゴルフが好天のなか開催され加藤直前会長が優勝
しました。今月は、ロータリー親睦活動月間です。また、次年度に向け
ての準備のラストスパート時期です。次年度に向けての準備の中で、飲
食に限らない親睦を深めていただければと思っております。本年度残り
１ヶ月となりました、例会は、週末の会員旅行、翌週の委員長報告、そ
して最終例会の 3 回です。積み残しとしては、会員増強です。できるだ
け同行致しますので、よろしくお願い致します。
28 日(土)に、クラブ向けの第 2770 地区による 2022 年規定審議会
の報告がリモートで行われました。主に採択されたものの 2 点の説明が
あり、一つは人頭分担金の増額で、現在半期 35 ドルが次年度半期
35.5 ドル以降順次増額し 2025-26 は半期 41 ドルとするものです。
二つ目は、イギリス・アイルランドとオーストラリア・ニュジーラン
ドを含むゾーンにおいて、試験的なガバナンスプロジェクトを実施する
とするもので、ＲＩ本部と各クラブとの間のガバナンス機構をより直接
的なものするという趣旨のものです。日本から提案され、採択されたも
のとして、毎月の例会出席報告を廃止すること、否決されたものとし
て、事務総長の任期及び報酬についてなどが報告されました。英語での
ディベート、時差、参加された地区役員の方のご苦労は大変なものであ
ることがわかりました。
本日は、家庭集会のグループ発表です。いろいろなお話が出たと思い
ます、ぜひ忌憚のないご意見を発表頂ければと思います。よろしくお願
い致します。

＜国際ロータリー日本事務局＞
・２０２２年５月のロータリーレートは 1 ドル＝１２７円
＜第 2770 地区事務所＞
・ロータリー財団部門より「財団 NEWS」ご案内
・次年度青少年奉仕部門より
「2023-24 年度青少年交換派遣候補生募集説明会」ご案内
＜連絡事項＞
・5/18 幸手ロータリークラブ創立 55 周年記念式典の御礼について
・本日例会後、本年度理事役員会、その後次年度理事役員会を開催致し
ます。よろしくお願いします。
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✽ロータリー財団委員会

加藤

始

・5/21 元ロータリー財団生 平澤仁氏のコンサートにご参加下さいましてありがとうございました。
平澤さんより御礼を回覧しております。ご確認お願いします。
✽50 周年記念誌実行委員会

加藤

始

・蓮田ロータリークラブ 50 周年記念誌（蓮田ロータリークラブ 50 周年の歩み）を２年間かけて
ようやく完成することができました。レターBOX にて配布しましたので皆様ぜひご覧ください。
✽公共イメージ向上委員会

金子淳美

・ロータリーの友 6 月号の紹介をします。ぜひ皆様ご一読ください！
横 P.4～
RI 会長メッセージ
P.7～
規定審議会から見えてくるロータリーの方向性
P.17～ 例会頻度・出席、会員身分などに関する決定の推移（抜粋）
P.29～ クラブでできることを考えよう：
P.40
創立合同記念講演会をライブ配信 北本ＲＣ・桶川イブニングＲＣ
縦 P.24
「こども１１０番の家」看板製作 鴻巣 RC
P.26
バングラデシュ障害者の社会生活を支援 越谷 RC
✽親睦委員会

島村 功

・6/5（日）～6（月）１泊 2 日 家族同伴親睦旅行について
出発時間 蓮田駅東口旧ＵＦＪ銀行前に AM6：45～7：00 の間に集合
全員集合後、出発致します。遅れないようにお願い致します。

６月のお祝い
会員誕生日
会員結婚月
配偶者誕生日
舟山清志さん

小林健男さん

佐々木隆史さん

佐々木隆史
小林健男
武藤倫雄

桐田直樹
舟山清志

秋葉喜美江
小林澄子
佐々木紀子

白濱泰江
山岸浩子

【家庭集会について】
元々は「炉辺会合」(Fireside Meetings)と言われ、会員の自宅に集まり自由に討論する非公式な
会合でした。現在では一般的に家庭集会として蓮田ＲＣでも飲食店等を会場に会員間の親睦と情
報交換を中心に少人数で実施して来ました。新型コロナウイルスの新規感染者も減り、通常例会
に戻りましたので３年ぶりに家庭集会を実施することになりました。

テーマ：ロータリークラブとは何なのか？
どこに魅力があるのか？
◎：リーダー

太字：参加者

【１班】土橋藤男・中野政廣・◎八鍬伸一・岩﨑一隆・一之瀬真弥・加藤 始・塚本 晃・関根 浩・舟山清志・濱谷楽夢
【２班】齋藤 清・勝沼 稔・◎黒須雅行・飯野浩一・星野正男・秋葉功四郎・近藤憲明・土橋克美・武内里佳・伏見晴雄
山田慎太郎
【３班】深田博明・◎十川英男・宮野訓夫・山岸茂夫・田原春夫・齋藤清和・栗原 均・金子淳美・中村和彦・佐々木隆史
【４班】近藤敬男・◎川田金造・桐田直樹・野村 均・田中政司・島村 功・武藤倫雄・渡辺 圭・栗原比呂志・篠原大嗣
【５班】富田 穣・◎田中雪心・波多野勝治・森 伊久磨・深江瑞枝・小林健男・白 日光・岩﨑 理・田中 靖

3 ページ

【１班】令和 4 年 5 月 2５日 18：０0～ 場所 「日本料理 彩々楽」 発表者：舟山清志
第 1 班は、八鍬さんがリ－ダ－にてテ－マ『ロータリ－クラブとは何か？』、『どこに魅力があるのか？』について話し
合いをいたしました。冒頭に、『ロ－タリクラブに入ろう』の著者の田中久夫さんの経歴の紹介に始まりました。高崎ロ－
タリクラブの会員にて、2014-15 会長就任、2017-18 国際ロ－タリ－第 2840 地区ガバナ－を経験された方でした。
税理士であり、社会労務士であり、高崎経済大学経済学部の教授もされております。
①『ロ－タリ－クラブとは何か？』
簡単に説明すると奉仕する集団と言われますが、世の中には、奉仕団体が数多くあります。ロ－タリ－クラブが他の奉仕団
体と違う点は、職業奉仕を目的の中に入れている団体として差別化されているところです。これは、月刊誌の『ロ－タリ－
の友』の横組み 6P にて、書かれているように、職業倫理を重んずる実業家、専門職業人の集まりなのです。その組織が地
球の隅々まで拡大するにつれて、ロ－タリ－は世界に眼を開いて、幅広い奉仕活動を求められるようになり、多方面にわ
たって多大の貢献をしている団体です。
② 『どこに魅力があるのか？』
『例会なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし』と土橋よりお話がありました。例会には、是非とも出席していただき、
知り合いを広めてもらいたい。知り合いを広めるためには、例会の席次を 2 ヶ月ほど固定の席次にして欲しい。クラブ内
は、家族的な付き合いできること。また、クラブを越えて、グル－プや地区で知り合いを広めることが出来る。さらに、姉
妹クラブやタイへの国際奉仕活動通じて、たくさんの見聞や体験ができることで視野が広がること。
私も現在、地区の青少年交換委員会に出向しております。幸手クラブの紙本幹事のご子息がこの度、イタリアへ派遣されま
すが、私が担当になっており、イタリアとのやり取りをしております。本日も夕方から幸手クラブにホストファミリ－顔合
わせ会議に出席致します。貴重な体験をさせていただいております。
蓮田ロータリークラブ 55 周年は盛大に実施したいと思います！
【２班】開催日時：5/25（水）18：30～ 開催場所：「森のレストラン・すっぴん」 発表者：伏見晴雄
１.自己紹介
新規入会の山田さんを迎えて、改めて、自己紹介・ご挨拶をしました。
2. テーマの前に「家庭集会」とは斉藤さん、秋葉さん、黒須さん、飯野さんから家庭集会について紹介いただきました。
過去には読んで字のごとく、持ち回りで各会員の自宅での開催が家庭集会の始まりである事。時代とともに現在のような
形式に変化していった事をお話頂きました。その意味でも家庭集会は会員間での親睦を深める意味合いが強い事を教わり
ました。
3. ロータリークラブとは何か
結論は「4 つのテスト」「ロータリーの目的」に集約されている。各会員は「1 度の人生」「日常をより楽しく、豊か
に」「多くの仲間とともに」を実践できる機会を大切に活動する意識が大切である。。その実践を出来る場所がロータ
リークラブである。同様なクラブは他にもあるが、ロータリークラブ、更には蓮田ロータリークラブに縁がある事を有難
く、一途に今後も一緒に活動しましょう。当日は、この場で発表しかねる表現も交えて私たち、経験の浅い参加者に大変
分かり易く、「ロータリークラブとは」を話し合う事が出来ました。
4. どこに魅力があるのか？
年代、性別等、一切関係なく、仲間意識に溢れている事、特に「挨拶」を交わす事に魅力があり、そこから良い人脈が形
成されている事が最大の魅力である。特に家庭集会では魅力を最大限に発揮した会話となり、大変、有意義な時間を共有
できたと思います。
5. 総括
時代の変化とともに活動形式も変化しているが全述の通り、根本的な活動意義は変化無く会員各人の意識が大切である。
同時に会員は仕事も一生懸命でなくてはならず、活動への参加が厳しい現実もある。無理せず出来る事を率先して行うこ
とが大切になる。今回の出席者は経験豊富な年代と、経験浅い年代が、それぞれ半数となり特に斉藤さんからは貴重な話
がたくさん聞けて、これからのロータリー活動への意欲が湧きました。ただし齋藤さん、秋葉さんについては、ご体調も
優れない事も多くあると聞きました。お体ご自愛頂き、これからも私たちに経験豊富な、お話、沢山聞かせて頂ける様に
お願い致します。若い世代への継承が、ロータリークラブに限らず社会全体としての課題にあります。
ロータリークラブ会員増強では「仲間を増やそう」特に「若い世代での増強」が必要かと思います。難しい話も、より分
かり易く、楽しく会食しながら、開催頂けた事に感謝しお開きとなりました。

【３班】令和 4 年 5 月 20 日 18：30～ 場所 「琴」 発表者：金子淳美
※ ロータリークラブとは ※
1 「ロータリークラブに入ろう」
前半は入会時の内容でしたので、自分たちとダブりながら読め実体験からなので、とてもわかりやすく勉強になりました。
どんどん専門的になってきて、まだまだ内容に追いつけないところがありました。少しずつでも理解していきたいと思いま
した。
2 ロータリークラブの魅力
他業種の集まりで、ロータリークラブに加入しないと会えないいろいろな方と会えて勉強になり楽しいです。営業してい
て、ロータリークラブの話題になり相手の方も加入していると親しみをもて、相手のクラブにもメーキャップに行ける楽し
みがある。外に出て奉仕に参加して、いろいろな地域の方々に会える楽しみがあります。
3 終わりに
当初参加 5 人の予定でしたが、十川リーダー体調不良の為欠席になり、もう 1 人も会議になり欠席となり 3 人の家庭集会
となりました。しかし例会日だとなかなか話ができないような、3 人だからこそ突っ込んだいろいろな話が出来たと思いま
す。何でも言える家庭集会になりました。ありがとうございました。

【４班】令和 4 年 5 月 14 日 18：０0～ 場所 「みちくさ」 発表者：栗原比呂志
4 ページ
「ロータリークラブに入ろう！」の本を読んでという切口に始まり、ロータリーの魅力について意見を交わしました。コロナ禍
において例会もままならないこの数年ロータリーとは何ぞや？例会？奉仕？奉仕が先なのか？親睦が先なのか⁈ロータリー？な
にしろ会社を大きくして人材を育て大人になって仕事を通して社会奉仕をしようという心意気だ！本の中に書かれていた通り、
ロータリーをやめる時！それは自分が死ぬ時、会社が倒産した時、奉仕の中の価値、正論と正解のはざまにある！自分が生かさ
れているのは奉仕ができるからである！例会は先ず出よう いろいろな価値観のある人と会おう！人間性を高めよう！入会前、
入会後変化はあったか？許容範囲の中でロータリー活動を行うこと！人生、何があるか？一度きりだ！楽しみましょう！進化し
ましょう！
議題と少し方向性がちがいますが、結びで！今、現在？我々の大先輩であった緒方貞子さんがいてくれたなら！アフガニスタ
ン？ウクライナ？良い方向に早く向かっただろう！という意見がありました。
【5 班】令和 4 年 5 月 19 日 18：０0～ 発表者：小林健男
【家庭集会テーマ】ロータリークラブとは何なのか
富田さん ①綱領がすべて→綱領の中から会員それぞれが結び付けていくもの。最終的には奉仕の４つ。
②魅力→自分の人生に置き換えられれば良い。
波多野さん 親睦と奉仕、基本は仕事、儲け、仲良く分配、利他と利己の交流。
田中靖さん ①まだまだ知識、経験が足らない
②職業倫理、様々なことを学ばせてくれる場
深江さん ①私の思いを叶えてくれる場
②国際奉仕、米山、自分たちの寄付はだけで奉仕をしている。政治の世界では叶わないこともロータリーでは
叶えるような気がした。平和を実現していく、政治を越えて人権を越えて交流が持てる信条。
田中雪心さん JC との違い、家族理解がある。
小林さん 家族の理解があるので良い。家族を巻き込んで行う事業も必要。
森さん
真実かどうか、みんなに公平か、みんなの為になるかどうか。駅立ち１８時間。
みなさんありがとうございました。

島村 功さん 5/28（土）次男の結婚式を行うことが
飯野浩一さん 家庭集会 皆様楽しんでいただけまし
できました。
たでしょうか。発表ありがとうござい
関根 浩さん 本日も宜しく御願い致します。
ます。50 周年記念誌関係会員の皆さん
田原春夫さん 宜しくお願い致します。
お疲れさまでした。
小林健男さん 本日はよろしくお願いします。残り１ヶ 田中政司さん 家庭集会お疲れ様でした。各グループ発
表ありがとうございました。
月がんばります。
秋葉功四郎さん 先日の飯野年度第 4 回ゴルフ大会に参 土橋藤男さん お世話になります。
加頂きありがとうございました。本日も 富田 穰さん 飯野年度も最終コーナーですね。家庭集
会発表よろしくです。本日も宜しく。
宜しくお願い致します。
加藤 始さん 飯野会長、小林幹事あと 1 ヶ月ですね。 野村 均さん こんにちは。家庭集会発表宜しくお願い
します。
最終理事会よろしくお願い致します。あ
波多野勝治さん
本日もヨロシク願います。
と本日 50 周年記念誌出来上がりました。
委員のみな様ありがとうございました。 深江瑞枝さん 家庭集会の報告楽しみにしています。
伏見晴雄さん 本日も宜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。
舟山清志さん 本日も宜しくお願い致します。
栗原 均さん 元気になりニコニコ
栗原比呂志さん 飯野年度ゴール‼帰港が近いですネ！ 山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。
渡辺 圭さん 家庭集会報告、ありがとうございます。
緊張が始まりました。
飯野年度最終月、頑張っていきましょう。
黒須雅行さん 家庭集会発表宜しくお願いします。
佐々木隆史さん 本日もよろしくお願いいたします。

総数

出席

リアル

Zoom

欠席

本日の合計

累計

総数

５０

２５

2２

３

２５

￥50,000

￥1,267,000

22 名

本日の出席率

５０．００％
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例会場 魚庄別館 ２Ｆ
会 長
飯野浩一
事務所 蓮田市西新宿１－４８－１
会長エレクト 栗原 均
例会日 水曜日 12:30～13:30
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幹 事 小林健男
副会長 田中雪心
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金子 淳美
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