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例会日

例会場

毎週火曜日

㈱オオガノ内 ２Ｆ

栃木県佐野市葛生西

1-3-34

TEL 0 2 8 3 ( 8 5 ) 4 4 5 1

2010～2011 RI 会長ﾃｰﾏ

葛 生 R C 会 長 ﾃ ｰ ﾏ

「地域を育み、大陸をつなぐ」 レイ・クリンギンスミス

「５０年の思いを、地域に発信 」 谷 和 文

副会長 奥澤松利 幹事 岩崎昇一郎 副幹事 関口文雄

2010～2011 第 2404 回 22.8.10 例会場 於：㈱ｵｵｶﾞﾉ内 2F PM 12：30～

葛 生 ＲＣ ホームページアドレス http://www1.ocn.ne.jp/̃kuzuu-rc/ メールアドレス kuzuu-rc@luck.ocn.ne.jp

百歳以上の所在不明の高齢者が全国で 75 名にもなっ

ています。問題の発端となったのは、東京足立区でミイ

ラ化した遺体で発見された男性。死亡届がないまま住民

基本台帳では 111 歳まで生き続けていた。その後も自分

の親の消息が分からないという人達が数多くいるのに、

驚かされました。いかに世知辛い世の中であっても、自分の親と何十年も会っていない

とか、今どこにいるのか分からないなどというニュースを見ると、全てのことではない

にしろこれからの日本は大丈夫だろうか？と心配になります。皆様はいかがでしょう

か？現在、民生委員や社会福祉協議会で高齢者や独居老人の見回りをしています。

ところで地域には必ず民生委員がいます。私も民生児童委員を 15 年ほどやらせていた

だいていますが、佐野市にも 242 名の民生委員がいます。大きな町内では数名、小さな

町内では 2 町内で 1 名と、必ず近くには民生委員がいます。町内の独居老人・高齢者家

族・母子家庭などを訪問し、健康状態や困った事がないかなどを確認し相談にのってい

ます。葛生地区でも 25 名、常盤・氷室地区で 14 名、計 39 名の民生委員が活動をしてい

ます。年に一度高齢者実態調査が 6～7 月で行われています。高齢者の皆様が安全で安心

な生活が出来るように活動しています。民生委員であってもなかなか個人のプライバシ

ーには入っていけません。昔は近所の人達が助け合って生活してきましたが、今の世の

中、他人にはあまり関らない風潮があるようです。

ところで今週はお盆です。なぜか墓参りやご先祖様の供養をすると、気持ちが落ち着

き穏やかになるものです。家族全員でご先祖さまをお迎えし、先祖の思い出につかりな

がら家族の絆を強めてはいかがでしょうか？

会 長 挨 拶
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誕生祝 永井成雄君、横塚信也君、奥澤松利君

・現況報告書を配布いたしました。

・8 月 17 日はインターアクトの合同例会が行われます。

皆さんの出席をお願いいたします。

・足利、佐野ロータリークラブの週報がきています。

【広報・ＩＴ推進委員会】 阿山委員長

〔活動方針〕

葛生ロータリークラブの活動が、葛生の地域の人々に真に理解され共感を得るようわか

り易く広く広報・ＰＲしていきたい。

〔事業計画〕

１．葛生ロータリークラブの活動状況を地元新聞等への取材依頼、折込ＰＲを実施する。

２．クラブ会報誌を公機関等に配布する。当会報誌は田沼ロータリークラブと類似して

いるようなので、独自性を出すよう努める。

３．ＩＴ推進化のために関係委員会と連携する。

【会報委員会】 丹波委員長

〔活動方針〕

クラブ週報の発行に際しては、次回の定例会までに発行することを基本とし、写真等の

掲載を多くするなどわかり易い内容に心掛け、定例発行に努めてまいりたいと考えます。

特に、ホームページに掲載されるので、誤字・脱字等には十分注意してまいりたいと考

えます。

また、編集に際し、引続き卓話等についての原稿の作成。提出をよろしくお願いいたし

ます。

〔事業計画〕

１．クラブ週報は、次回定例会までに発行・配布いたします。

２．スムーズな週報発行に際し、卓話内容等については原稿・メモの作成を引続き

お願い致します。

会 員 表 彰

幹 事 報 告

会 長 報 告

第 2 4 回 ク ラ ブ 協 議 会



３．定例会内容掲載不備、

図ってまいります。

【雑誌・ロータリー史料

〔活動方針〕

ロータリーの友を多くの

ご理解いただけるよう努

〔事業計画

前年度を

皆さんに

よう努力

今年度会員増強委員会委

員組織委員会常任委員長を

きがいとしている福島秀治

名で１年間活動してまいり

まず、今年度の会員増強

年記念事業が行われるとい

ばいけないと考えておりま

ご協力をいただきたいと思

そこで、当委員会の「活

止及び純増１名を目標と

委員会はもとより会員各位

た。そして、「事業計画」

１．退会者が出ないよう

計画する。

２．委員会及び関係者に

ふさわしい人材を選

３、将来に向けての会員

宣伝・啓蒙を行う。

この３点の基本計画を基に

強が会員増強月間の柱とな

たらに数を増やせばよい

テイタスにそぐわない人は

頑固に貫き通したいと考え

すので、ふんどしをしっか

長、酒庭委員、ということ

退会防止にしても会員増

だろうと思います。言葉で

時代と共にロータリーに対

卓 話 「会員
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、誤字・脱字等をなくすためにも書記体

料委員会】 中川委員長

の会員の方に読んでいただいて、

努力していきたい。

画〕

を踏襲してロータリーの友の掲載内容を

に知っていただきたい内容を読みやすい

力していく。

委員長を仰せつかりました田澤です。当

を擁して３名のメンバーで構成されてお

治副委員長と酒庭和一委員、そして委員

ります。よろしくご協力をお願いいたし

強委員会の大きな使命として、谷年度に

いうことで、最低でも谷会長が掲げる純

ます。この趣旨を踏まえ、福島君、酒庭

思います。

活動方針」として、谷会長の行動計画に

して、未来の地区指導者を担えるような

位と意思の疎通を図りながら行動する。

としては、

うプログラム委員会等と連携を密にし、

において情報交換を行い、葛生ロータリ

選出推薦する。

員確保のため広報委員会と連携し、広報

に１年間活動していく訳でありますが、

なる事業であります。ただ、増強、増強

と言う訳ではないということです。葛生

は、推薦しない。決して数合わせに走ら

えております。その上で、最低１名以上

かり絞め直さないと難しいだろうと思っ

とであります。よろしくお願いします。

増強にしても、一委員会だけでの力だけ

では簡単に言えますが、今のところ私に

対する考え方が変わってきていることは

員増強月間に因んで」 会員増強委員会

体制の管理・充実を

をご紹介するとともに、

いかたちでご紹介できる

当委員会は、小林祥郎会

おります。会員増強を生

員長の私・田澤、以上３

します。

に葛生クラブ創立５０周

純増１名は達成しなけれ

庭君には特段のご理解と

に基づき、会員の退会防

な人材の確保を目指して

ということを掲げまし

そのための施策を

リークラブ会員として

報誌等にクラブの

要は退会防止と会員増

強と言っても、むやみや

生ロータリークラブのス

らない。この姿勢だけは

上確保するということで

っています。福島副委員

けでは大変、難しい問題

には名案が浮かびません。

は事実だと思います。ま

会 田澤秀文委員長
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た、葛生クラブにおいても少しずつ雰囲気が変化してい

ることもまた事実だと思います。

「最近、ロータリーが面白くないなあ」という声を時々

耳にするようになりましたが、何が変わったのでしょう

か。この何かが見つかれば、答えはおのずから見えてく

る筈だと思います。私には分かりません。この「何か」

を探していただくことを今日の会員増強委員会からの宿

題にしたいと思います。是非、知恵を絞って回答をいた

だきたいと思います。優秀賞には、出席委員会に対抗して豪華商品を用意いたします。

よろしくお願いします。

私の個人的な見解ですが、各年度ごと、会長が知恵を絞って、新会長のカラーを出し

て活動しております。そのこと自体はとても重要で大事なことだと思いますが、一歩下

がって考えてみると、新会長が行おうとしていることの何かが葛生クラブのカラーなり

ステイタスに照らし合わしたとき、どうなのかという問題、時代の移り変わりによって

形は変わるかも知れませんが、時代がどう変わろうとも、不変なものはある筈だと私は

考えます。したがって、葛生ロータリークラブにも５０年の伝統が築き上げたカラー、

ステイタスがある筈でその重みを失ってはならないと思います。それでは、その葛生ク

ラブの伝統あるカラー、ステイタスってどういうことですかと問われると、これまた大

変、難題で、一口や二口では表現できないものだろうと思います。たとえば、些細なこ

とですが、昔から継続して行われてきたこと、葛生クラブにとってマニュアル化された

もの、そのことが良いか悪いか別として、各セクションごとの引継ぎが十分になされて

ないのではないか。こうしたことが繰り返されると伝統は失われ、特に新入会員の方々

は何も知らされず、自分の或いは自分たちの常識で物事をくくってしまうという弊害が

起きてくる。そのうち、そういう人たちの集団が多勢を占めるようになる。そして、そ

の一つの現象として「最近、ロータリーは面白くない」という発言が生まれてくる。勿

論、昔から継続的に行われてきたことがすべて正しいとは言っておりません。直すべき

ところはより良い形に変えて行くという行為は大変重要ですが、その前提に歴史とか伝

統の歩みというものを知った上でというのがつくのではないかと思います。いずれにし

てもその正体について私が言及するにはあまりにも難し過ぎるのでこの問題も豪華商品

付宿題にしたいと思います。

こんな想いを踏まえて、会員増強或いは退会防止を考えてみたいと思います。現在、

数名の入会候補者の名前が挙がっておりますが、入会候補者というより、これから「あ

たり」をつけようかと考えている方と言った方が適切かと思いますが、ことは慎重に進

めたいと考えております。井戸端会議的に「実は○○さんを今ねらってんだよ」的な発

言は謹んでもらいたい。関係者で検討し、理事会を通して公になった時点で意見なり感

想なりを発言願いたいと思います。それが奥ゆかしいロータリアンであり、ロータリー

の心であると信じるからであります。

私が葛生ロータリークラブに入会したのが、1988 年、昭和 63 年 9 月 1 日であります。

推薦人はチャーターメンバーの吉澤兵左会員であります。あと一ヶ月足らずで、ロータ

リー歴、満 22 歳となります。既に出席免除をいただきました。そして拍手要因の身とな

り、気ままな立場で勝手な言動を繰り返している我が儘なロータリアンでありますが、

ロータリアンとして多少なりとも認めていただけるならという前提で、とりあえず提案

を一つさせていただきたいと思います。

何時の時点からか記憶はありませんが、公の場で会員を紹介するときや指名するとき



などに、現在のような形で

で何時から呼ぶようになっ

葛生クラブに入会した頃は

も等しく、勿論、目下から

常識だったのであります。

いう立場にあった私ですが

と呼ぶように教え込まれた

諸先輩方を君付けする訳で

実行している現実の中で

した。意外とこんなところ

た記憶があります。名前を

えば、ロータリーの権威み

ロータリーへの想い、人そ

付け」を励行することに

ーの原点かもしれない何か

ょうか。「君付けの習わし

そういうことで、例えば、

慎太郎君といった具合で、

のが一般的ではありますが

回しは如何でしょうか。

イタスの一つだと思います

以上で終ります。宿題は

待しております。

本日の出席
会員数

39 名

本日の欠席者 立川 新

前回の出席

(修正)

前例会日

8/3

・ア
欠席の連絡

5

で田澤さんとか田澤会員と言った「さん

ったのでしょうか。昔という表現には抵

は、全員「君」付けで呼んでおりました

ら目上の方に対しても、「君」付けでした

。ですから私の年齢、当時で言えば、新

が、半ば強制的に「吉澤兵左君」、「江田

た訳です。その当時、私には大変恐れ多

ですから、最初はためらいもありました

自然といつの間にか抵抗感なく「吉澤兵

ろにロータリーの真髄があるのかなとい

を呼ぶとき、若い私にとって何かトキメ

みたいなものを感じたのかも知れません

それぞれ色々なパターンを持っていると

よって何か、昔、私が味わった何かを、

かに触れられるのではないかという気が

」、これは万国共通のロータリーのルー

、誕生祝とかニコニコボックスの紹介の

、また、谷君を呼ぶとき、現在では「谷

が、会長を紹介するときにも「会長、谷

この方がかっこよく聞こえませんか。こ

す。

はサボらず提出してください。退会防止

義務出席者数 欠席数 事前メー

27 名 2 名 4 名

新田会員

欠席数 事前メーク

0 名 0 名

アシスタント 関塚 TEL ８４－１

・例会場 (当日連絡の場合) TEL

出 席 状 況 報 告

福 島 委 員 長

ん」付けや「会員」付け

抵抗がありますが、私が

た。後輩も同年兵も先輩

た。それがロータリーの

新参者の若輩者というと

田惣平君」、「奥山國之君」

多い「吉澤会長」を初め、

た。しかし、先輩諸氏が

兵左君」と呼んでおりま

いった感慨をその頃持っ

メク想いが、大げさに言

ん。ロータリーの原点、

と考えますが、この「君

もしかしたらロータリ

がするのですが如何でし

ールではないでしょうか。

の時、永井成雄君、吉澤

谷会長」という形で呼ぶ

谷和文君」といった言い

これもロータリーのステ

止の良薬になることを期

ーク 出席率

名 94.7％

修正出席率

84.2％

０３２（サムディー）

８５－４４５１
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谷 和文君

クラブ現況報告書ができあがりました。吉澤記念美術館より孟母断機

(もうぼだんき)をおかりし、すばらしい表紙がつきました。

ありがとうございます。

横塚信也君
誕生祝を頂いてありがとうございます。気持ちと体がバラバラな 60？

才基礎体力の構造改革を心掛けたいと思います。

中田英昭君
元会員の飯塚くんと甲子園に行ってまいりました。健闘むなしく残念

な結果でしたが、ご支援下さました皆様ありがとうございました。

坪内 馨君

13～16 日はお盆です。ご先祖様に感謝の気持ちをささげましょう。

お墓のおそうじはお済みですか？お寺へのごあいさつもお忘れなく!!

永井先生どうぞご自愛下さい。

永井成雄君
横塚先生が耳もとで「幾つになったんですか」とささやかれました。

ちっとも嬉しくない誕生日です。

奥澤松利君
誕生祝をいただきありがとうございます。早いもので 61 才になりまし

た。今後共、宜しくお願い致します。

他クラブ

例会場案内

田沼ＲＣ 木曜日 12:30～ 道の駅 どまんなか田沼

佐野東ＲＣ 水曜日 12:30～ レストラン大津栄

佐野ＲＣ 月曜日 12:30～ ホテルサンルート佐野

岩舟ＲＣ 火曜日 12:30～ 岩舟会館

会報委員長 丹波紀征 副委員長 齋藤孝之

ニコニコＢＯＸ報告 新 田 実 委 員 長


