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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 1922回 例会

18時30分

平成29年10月4日
◎司会：蛭川 俊也副 SAA

◎点鐘：小川 智会長

であった。現在、当クラブでは采帆久亭さんの美味しい
お弁当となっている訳です。
小川 智 会長
それから何カ月か、ザ・ループと呼ばれるシカゴ中央
オフィス街のホテルと、レストランを順番に回った。当
座は、シャーマン・ホテルのダイニングルームで夕食を
「ロータリー名称の由縁と会場」
１９０５年３月２３日は、シカゴロータリークラブが 食べたあとに、客室へ退いてクラブの例会を行うのが手
始まって３回目の会合であった。この会合には１５名 順であった。ところが、部屋はすでに手狭で、メンバー
が出席し、初めて議事を話し合った記念すべき会合で、 は部屋のいたる所に腰を掛けている状態であった。やが
１００年経った今でもその一部は尊重されています。そ て、シャーマン・ホテルが全面的に修築、刷新された後、
シカゴ・ＲＣは１９１１年１月にここを恒久的な会場に
の最初の議事が、名称をどうするかであった。
することを決定したのである。
さて、この様にロータリーの運営方法が徐々に形作ら
（クラブ名は地域社会を反映すべきという提案）
れてきた訳ですが、変化も必要と思います。時代に即し
＞ウィンディー・シティー・ラウンドアップ
た運営方法です。楽にしようとか、面倒だからではなく、
＞ザ・シカゴ・フェローシップ
今後無理なく効率的に運営する事や、若い世代のメン
＞シカゴ・サークル
バーが入りやすい様にするなど、変革が多少必要ではな
＞ザ・レール・クラブ
いでしょうか？その一つが、月に開催する例会の回数で
＞シカゴ・シビック・クラブ
す。最低の 2 回でいいと言う事ではなく、月によって
柔軟に回数を決めても良いのではないでしょうか。12
（名称にビジネス的な響きがあるのかよいという提案）
月や 1 月は皆さんとてもお忙しい時期と思います。また、
＞ブースター・クラブ
例会の運営もメンバーの方から、活発なご意見を頂いて
＞フレンズ・イン・ビジネス
も良いと思います。例えば、こんな卓話が聞きたい、こ
＞メン・ウィズ・フレンズ
んな卓話講師を紹介できる。また、俺に卓話をさせろ！
＞ＦＦＦ（食べ物と楽しさと親睦の頭文字）クラブ
是非、例会企画委員長へご意見をお聞かせ下さい。こん
＞トレード・アンド・トーク・クラブ
な事から、活発な例会運営になると思います。
最後に、大義なき解散権を行使ではなく、会長のワン
その他多くの提案があったが、過半数をとるには至ら
イヤールールを行使させて頂きます。
清水会員にＩＤＭ、
なかった。この時、ポール・ハリスは物静かに、新しい
炉辺会合の質問を以前させて頂きましたが、各委員長さ
提案を出した。既に会合は、会員の事務所を持ち回りす
ること、
会合の司会はその会場提供者として、これもロー んは前期後期に最低 1 回のＩＤＭ、もしくは炉辺会合
テーションすることで同意されていた。それなら、
「ロー を是非開催して下さい。大義はなくて結構です。活発な
テーション・クラブ」はどうだろう？しかし、何かぎこ 会の運営と親睦に繋がる事を、期待して心からお願いを
ちない。それなら、「ロータリー・クラブ」はどうかな？ 致します。
次回からは、ポールハリスの生い立ちを、青年時代か
とポールが提案し、この名前が全会一致で可決されたの
ら数回に分けてお話をさせて頂きたいと思います。
です。ロータリーの記念すべき議案第１号が名称だった
わけです。
さて、会場は当初メンバーの事務所を持ち回りしてい
ました。しかし、回を重ねるごとに、人数が多くなり開
〈本日 10/11 のプログラム〉
催できる事務所が少なくなってきた。そこで、アル・ホ
高野勝良ガバナー補佐訪問
ワイトがホテルを会場にすることを提案しました。ホワ
イトはパーマー・ハウス・ホテルの支配人に話をつけて、
バルコニーにある会議室を無料で使用できるよう交渉し
例会日
出席
欠席
MU
出席率
成功した。次の例会も同様に手配しようと言うことで、
10.4
21
8
1
73.33%
次の例会をブレブールト・ホテルを会場とし、ここでは
夕食が出された。これが７月と８月を除いて、例会は通
常１週間おきに昼食と夕食を兼ねるという伝統の始まり

会長の時間
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幹事報告
高橋 勤二

ニコニコ BOX

幹事

清水 利夫

地区事務所より
・第 6 回日台ロータリー親善会議開催
2018/3/1（木）台湾高雄市 12：00 ～
埼玉県共同募金会長より
「赤い羽根共同募金」法人募金のお願い
赤い羽根同封されました。
熊谷市社会福祉協議会より
社協だより
第 28 回熊谷ふれあい広場 10/28（土）10：00 ～
金子由佳さんより
先日託した 10 万円をガザ地区へ海外送金した報告の通知
がきました。

第 4 回理事会
高橋 勤二

幹事

１. ガバナー補佐訪問・ガバナー公式訪問について
３クラブ合同公式訪問・協議会内容等
２. 10・11 月プログラムの件 （安藤委員長）
３. 職業奉仕委員会

職場訪問 10/18

最終確認（行程表・バス集合

場所等）
行程表 10/18
7：40 流通センター出発→ 8：00 熊谷駅出発
GINZA SIX 見学→帝国ホテルにてランチ

小川会長・宮川副会長・高橋幹事
野村様、入会心から歓迎申し上げます。次回例会はガバナー
補佐訪問です。出席お願い致します。
宮川 進副会長
家内の誕生祝いありがとうございます。腹膜炎、大腸がん、
脳腫瘍等いろいろ病気をしましたが無事、後期高齢者になり
ました。 感謝
新井公二会員・井桁憲治会員
米山でカウンセラーの新井です。奨学生の黄さんが岩崎さん
の会社に内定致しましたことを報告します。感謝
清水利夫会員
野村泰豪様の入会を心から歓迎します。お父様の野村晃様も
当クラブの会員でしたので、初対面ですが、親しみを感じて
います。
岩崎孝男会員
妻の誕生祝い、ありがとうございます。野村さんの入会おめ
でとうございます。
藤澤貞彦会員・武藤 正会員
野村泰豪様、ようこそ！これからもよろしくお願いします。
市川富夫会員
誕生日御祝ありがとうございました。ついに７１歳になり
もうひと踏ん張りしようと模索しているところです。これか
らもよろしくお願い致します。
浅井純次会員
1 ．９月１７日に娘が結婚しました。祝電ありがとうござい
ました。
2 ．９月１３日の埼玉新聞社会面に掲載されました。コピー
を配布させていただきました。
ニコニコ BOX

→羽田 ANA 機体工場見学

例会企画委員会

累計
￥252,000

入会式

委員長

新入会員

野村 泰豪氏

ノムラ（株） 代表取締役
ご入会おめでとうございます。

10 月 プログラム
10 月 4 日

理事会報告、クラブフォーラム
ガバナー公式訪問、ガバナー補佐訪問について
入会式（野村泰豪新入会員）、誕生祝い

10 月 11 日

高野勝良ガバナー補佐訪問

10 月 18 日

職場訪問（ANA 機体工場）（案内済）

10 月 25 日

本日

￥24,000
前回分 ¥1,000

10.4

18：00 着予定

安藤 久乃

委員長

クラブフォーラム
ガバナー公式訪問について
平成29年度 熊谷東・熊谷南・籠原 ロータリークラブ合同ガバナー公式訪問
２９年１０月２５日（水）
ガバナー面談
ホテルガーデンパレス
㻝㻢㻦㻟㻜 集合
（面談該当者：森田会員、出井会員、大沢会員、野村会員）

細井保雄ガバナー公式訪問
（熊谷籠原 RC・熊谷南 RC・熊谷東 RC ３クラブ合同）
ガーデンパレス

㻝㻣㻦㻜㻜 会長・幹事・（副会長）・ガバナー補佐・入会3～5年未満の会員
（3クラブ合同）
㻝㻣㻦㻟㻜 受付・食事
例 会 SAA
㻝㻤㻦㻜㻜 開会の点鐘
㻝㻤㻦㻜㻝 国歌斉唱・ロータリーを他人に告げる歌斉唱
㻝㻤㻦㻜㻡 お客様紹介

11 月 プログラム
11 月 1 日

㻝㻤㻦㻝㻜 会長代表挨拶
㻝㻤㻦㻞㻜 各クラブ幹事報告

理事会報告
卓話
誕生祝い

㻝㻤㻦㻞㻡 各クラブ委員会報告
㻝㻤㻦㻟㻡 ニコニコＢＯＸ投函発表 （各クラブ数人以外は名前のみ）
㻝㻤㻦㻠㻡 ガバナー卓話

11 月 8 日

熊総すこやか教室

卓話

11 月 15 日

卓話

11 月 22 日

夕刻移動例会

11 月 29 日

休会（定款第６条１節 C 項による）

㻝㻤㻦㻡㻡 閉会の点鐘
5分程度休憩
クラブ協議会
㻝㻥㻦㻜㻜 クラブ協議会

（進行役は事前に代表1名）
（記録・発表者はその場で決定）

㻝㻥㻦㻠㻜 各グループ発表
㻝㻥㻦㻡㻡 ガバナー講評
㻞㻜㻦㻜㻜 閉会挨拶
＃１：協議会は３つのグループに分かれ、DLは各クラブから１名選出しておく
＃２：グループ分けは予め行っておきます
＃３：議題は、地区から予め送られて来た内容から選出します
＃４：会場は例会と同じ会場予定で、テーブルを専用に設けます

10 月誕生祝
川栁勝一会員・宮川悦子さま・岩崎和子さま・中山延枝さま
おめでとうございます。
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〈次回 10/18 のプログラム〉
職場訪問（ANA 機体工場）

