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みなさん、こんばんは9月もあと少しとなりようやく涼し
さが感じられるようになってきました。来週は移動例会で
す。内容は龍勢の見学となっております。
そして次の10月13日はガバナーの公式訪問となっており
ます。公式訪問については色々と準備をしておかないとい
けませんので、毎年行なっていることですが、今年は今年
としてまた皆様のご協力を頂きながらこの公式訪問がスム
ーズに行われるようにお願いしたいと思います。
本日の夜間例会ではこの公式訪問の内容について検討を
する形で進めていきたいと思います。この公式訪問につい
ては皆様ご存知と思いますが、ガバナー公式訪問はロータ
リーの重要な問題に焦点をあてロータリアンの意欲を高め
て奉仕活動の参加を促すものです。
この公式訪問はガバナーに課せられた大きな役目であり
ます。我々はそれをガバナーのお言葉を聞くそして指導を
受ける義務があります。
当日は当クラブの問題点とかあるいは事業を進める中で
の問題点など相談できると思います。ガバナーはRIの組織
に行って研修を受けてきた方です。RIの意向をガバナーを
通して我々は学ばなければなりません。時代と共にRIのや
り方や考え方も変わっているのでその辺も併せてこの機会
を有効に使って頂きたいと思います。
本日は各委員長から今年の事業方針、今までの経過、予
定等をお話して頂きたいと思います。また、パストガバナ
ーの大塚信朗会員と本年度ガバナー補佐の尾花正明会員か
ら公式訪問に関してのアドバイス等を頂きたいと思ってお
ります。本日の例会もよろしくお願いします。
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誕生祝い 村岡武仁会員

幹事報告
関口和夫幹事
◆10月8日、9日に地区のロータリー財団が中心と
なってポリオ撲滅チャリティバザーがさいたま
新都心のけやき広場でございます。開催時間は
10時〜18時となっております。
◆台風12号の災害義援金のお願いが届いておりま
す。ご協力よろしくお願いします。
◆10月13日のガバナー公式訪問出席確認のお手紙
を出しております。100%出席のご協力よろしく
お願いします。また、本年度は懇談会の開催は
ございません。

ゲスト挨拶
米山記念奨学生 イム・ソヒョンさん
9月11日に春日部にあ
る老人介護施設に訪問
させて頂きました。お
じいさん、おばあさん
を喜ばせたいという気
持ちで留学生としてパ
フォーマンスを披露させて頂きました。皆さん大
変喜んでくださいました。本日はありがとうござ
いました。

結婚・誕生祝い
結婚祝い 竹内勝彦会員
結婚祝いありがとう
ございます。今年で結
婚16年目になりました
。今年はちょうど仕事
の関係で中国の浙江省
に視察と仕入れを兼ね
て行っていました。
すっかり結婚記念日を忘れていまして花が届い
ていると妻に言われ思い出しました。お花を頂く
ことによって忘れないですむなと思いました。あ
りがとうございました。

本日は誕生祝いあり
がとうございました。
今年で74歳になりまし
た。最近では年齢に関
係ない色々な会合があ
ってその時に年齢を伺
われる事があるのですが、その時は65歳と言って
います。
気持ちの上では若々しくいたいな思っておりま
す。本日はありがとうございました。

誕生祝い 大木保司会員
誕生祝いありがとう
ございます。
9月13日に58歳になり
ました。今年の誕生日
当日は我が家では秋刀
魚とけんちん汁を頂き
ました。本日はありがとうございました。

誕生祝い 野瀬将正会員
本日は誕生祝いあり
がとうございました。
私も大木さんと同じ誕
生日で9月13日となって
おります。53歳になり
ました。
本人的にはサラリーマンでそろそろ定年が見え
てきたなと感じています。一年一年充実していき
たいと思います。ありがとうございました。

クラブ協議会
大塚信朗パストガバナー
みなさん、こんばん
は本日は公式訪問での
心構えをガバナー経験
者の立場から話して欲
しいと会長にお願いさ
れましたので、お話さ
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せて頂きます。
私もロータリーに入って30年にそろそろなりま
す。最初の頃は公式訪問というのはガバナーの義
務でありました。DLPが地区に入ってからガバナ
ー補佐がガバナーの代理として公式訪問をしたり
幾つかのクラブを合同で公式訪問するという事も
ありました。
その昔、クラブ数が100を超える状態でしたの
でそこをガバナーが一人で回らないといけないの
は非常に大変でした。試行錯誤した結果、地区リ
ーダーシッププラン（DLP）が誕生しました。そ
してガバナー補佐がガバナーを完全に補佐する形
になりました。私が公式訪問で訪問したクラブの
数は全部で81クラブでした。そして1つ1つ公式訪
問してきました。DLPが出来るまでは公式訪問し
たクラブの状況をRIに報告するのがガバナーの役
目でした。
当地区がDLP採用した後のクラブの状況報告等
はすべてガバナー補佐にお願いしております。私
が公式訪問で一番楽しかったのは懇親会で一番緊
張したのが、会長幹事面談でございます。どんな
質問が来るのか怯えながら対応していました。公
式訪問では30分間私の卓話をしてその後、クラブ
協議会があるのですがいろんな形の質問がでまし
た。難しい質問もありましたが、私はそこで全て
結論を出すのではなく後日、正式に調べてご返事
しますという形で帰ってきたことが2、3回ござい
ました。当日、皆さんも緊張しないで質問があっ
たらガバナーに質問して欲しいと思います。ただ
、ガバナーを追求するのではなくお聞きするとい
う暖かい心で迎えて頂ければと思います。当日は
よろしくお願いします。

尾花正明ガバナー補佐
10月13日はガバナー
公式訪問ということで
、準備等大変ご苦労様
です。毎年課されてい
ることですのであえて
お話することは無いと
思いますが、現時点で第5グループには9クラブの

の訪問先があり現時点で5クラブの訪問が終了し
ました。
上尾クラブは6クラブ目になります。各クラブ
のクラブ協議会で感じることは年度計画書を丸読
みしているクラブはありませんでした。
これは素晴らしいなと私は感じました。人数の
少なくてもそれぞれのクラブの中での活動という
ものを各委員長が自信を持って発表されていまし
た。
先ほど大塚パストガバナーからお話がありまし
た通り本来であれば懇親会が楽しいのですけれど
も本年度の地区の方針として地区のセミナーでも
懇親会は一切行われておりません。
懇親会はございませんが、是非個々で親睦等深
めて頂けたらと思います。
第5グループでは上尾クラブが親クラブですが
、別に脚色する必要は無いと思います。それぞれ
の委員長が年度の取り組みについてご説明頂いて
また、疑問の所があればガバナーにご質問して頂
く形でいいと思います。本日、少しIMについても
ご説明させて頂きたいと思います。
10月18日に第5グループの会長幹事会がござい
ます。その時にIMについての案内書を各クラブの
会長にお渡しする予定です。そして10月20日の上
尾クラブの例会で加藤実行委員長を中心にフォー
ラムを開催したいと思っています。表題につきま
しては昨年第5奉仕部門として正式に認定された
「新世代」に対しての研修が基本となっておりま
す。それに付随して先月の上尾クラブの理事会に
てご承認を頂いた実行委員会の組織図と委員会構
成表を皆様にお配りしています。本日以降、加藤
実行委員長を中心にこのIMについて準備をしてい
きたいと思いますので、皆様のご協力のほどよろ
しくお願いいたします。
10月13日のガバナー公式訪問とIMについてお話さ
せて頂きました。どうかガバナー公式訪問のご出
席をお願いしたいと思います。また、当日出席出
来ない委員長がいらっしゃいましたら代理の方を
選んで頂いておきますようよろしくお願いいたし
ます。

出席委員会 須田悦正委員長

会員増強維持委員会 富永建委員長

公式訪問当日は、例
会に出席することを通
してよりよい会になる
ようにお話させて頂け
ればと思います。その
他に年度当初にお話さ
せて頂きましたが、若手とベテランの融合を進め
ていきたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。

10月に会員増強につ
いて卓話をしてくださ
いと言われています。
いろんな地区で会員増
強委員会が存在し運動
しているにも関わらず
15年間足らずで1500人ほど減っています。増強を
やらなかった場合もっと減っていたのかも知れま
せん。今年の目標は会員数を純増5人と掲げてい
ます。よろしくお願いいたします。

会員選考委員会 大木保司副委員長
本年度は増強委員会
から入会候補の人がい
るとの連絡があった場
合、速やかに委員会を
開きましてその人がそ
の職業にふさわしい代
表かそして長くロータリーを続けてくれるかを審
査して慎重に選考したいと思っています。50周年
に向けて多く皆さんご報告出来ることを望んでい
ます。何卒よろしくお願いいたします。
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職業奉仕委員会の計
画はまずロータリーの
綱領と４つのテストを
定期的に唱和して頂く
ことと企業訪問として
、本年度は弊社の工場
を12月に見学する予定でございます。今年は地震
がありましてやっと落ち着いてきましたので、是
非見学して頂ければと思っています。よろしくお
願いいたします。

スマイル
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■名取会長 大塚パストガバナー、尾花ガバナー補佐ありがとうございます。
来週の公式訪問よろしくお願いいたします。
■関口幹事 ガバナー公式訪問よろしくお願いいたします。
■島村副会長 大塚パストガバナー、尾花ガバナー補佐ありがとうございます
■大塚パストガバナー 公式訪問よろしくお願いいたします。
■竹内会員 結婚祝いありがとうございます。
■村岡会員 誕生祝いありがとうございます。
■大木会員 誕生祝いありがとうございました。
■野瀬会員 誕生祝いありがとうございました。
藤木会員 尾花会員 富永会員 小林会員 井上会員 細野会員
竹内会員 藤村会員 須田会員 神田会員 金澤会員 齋藤（哲）会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
例会場 東武バンケットホール（ポリアス）

職業奉仕委員会 野瀬将正委員長
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親睦委員会では若手
（入会3年未満）で構成
されております。ベテ
ランの方から指導を頂
きながら親睦を深めて
いく事業です。親睦委
員会では名取年度を盛り上げるために色々な企画
を考えております。しかしながら皆様のご協力な
くして出来ませんので一人でも多くの参加をお願
いしたいと思います。
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親睦活動委員会 渡邉清委員長

