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ガバナーメッセージ
地区のホームページを開設致しました。
ロータリー特別月間8月
会員増強及び拡大月間について
ガバナー補佐　抱負と方針
部門委員長　　抱負と方針
川越中央ＲＣのシリーズ卓話
「川越まつり」の例会にお出掛けください。
地区委員長　　抱負と方針
表彰
新入会員のご紹介
四つのテストの掲載についてロータリーの綱領
年度始め地区役員合同会議開催
訃報
月信表紙シリーズの説明
渋沢栄一（青淵翁）のふるさと深谷
8月のスケジュール・9月の予定表
文庫通信

渋沢栄一と深谷駅
渋沢栄一翁（1840生）は、五百余の近代企業の設立に尽
力した。翁の生誕地深谷市にある日本煉瓦製造（株）もそ
の一つ。同工場の煉瓦は、明治時代の代表的煉瓦建築物で
ある司法省（現法務省）、東京裁判所などに使用された。
東京駅もその一つであり、深谷市は翁を顕彰するため、平
成8年に東京駅を模した深谷橋上駅を建設した。
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100年の歩み
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ロータリーを祝おう

８月は、ロータリーでは会員増強拡大月間となっ
ており、それは各クラブの総出での勧誘活動により、
会員数を維持し更に増強することで、クラブの会員
基盤がより堅固なものとなり、また活動的になれば、
今より更に多くの奉仕活動を提供できることから、
この月間が作られました。
会員の増加と増強に関しては３つの分野がありま
す。即ち退会防止、新会員の勧誘、及び新クラブの
結成ですが、それに対し各クラブがどう目標を設定
し達成させることができるか、会員増強のための優
れた方法等を、地区とクラブの間で充分研修の必要
を感じます。
まず、地区の委員長はクラブ会員増強委員会の目
標と活動計画を検討し、ガバナー補佐と連絡を取り
ながら推進し、特に会員20名以下のクラブにはどう
対処したらよいか、そのクラブの指導者と充分話し

合われ、目的達成のための格別の努力と援助が必要
であると思われます。
増強と並んで重要なのは退会防止です。退会防止

なくして成長はあり得ません。新入会員を教育しそ
の退会を防止するための責務は、クラブの指導者の
手腕次第です。クラブは地区情報委員長やガバナー
補佐との連携を密にしてその指導を受けられると良
いでしょう。どのクラブも新しい会員を歓迎してい
ますが、
それは新しいロータリアンがクラブに斬新なアイデ
ア、新しい関心事項を持ち込み、活力を高め、将来
指導者の役割を担うようになるからです。クラブで
はその新会員を指導し育成することに最大の関心を
計るべきではないでしょうか。
会員増強拡大月間に当たり、日頃の考えの一端を

思うままに記しました。

ガバナーメッセージ

「会員増強及び
拡大月間に寄せて」

ガバナー　橋　田 弥寿男

2570地区がスタートしてからの「地区の歴史」を
作成致しました。1988年から現在までの各年度をご
紹介しております。ＲＩ会長、年度テーマ、ガバナ
ー、組織図等、懐かしさと各年度の皆様に感謝をこ
めて是非ご覧下さい。

地区サブドメインを申請していただくと、未来永
劫変更されないホームページ領域とメールアドレス
が取得できます。（月額2,500円）

地区では、最新の情報を随時掲載してまいります。
皆様からの投稿もお待ちしております。
E-mail：info2004@mail.rid2570.gr.jp

地区のホームページを開設致しました。 
http://www.rid2570.gr.jp/
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ＲＩグレンＥ．エステス・シニア会長からの
メッセージは、ロータリー100年、全ロータリ
アンに向かって一緒に「ロータリーを祝おう」
と呼びかけています。ロータリー100年に関す
る広報及びプロジェクトは、ロータリーに対す
る認識と関心を高め、2004～2005年度の会員増
強に寄与するものと思われます。
2570地区橋田弥寿男ガバナーはテーマを「ロ

ータリーに若さを」としました。
ロータリーの基本理念は「奉仕の理想」であ

ります。
会員増強、拡大は最重要課題であります。各

クラブが総力を上げて取り組むよう要請してお
られます。
ロータリーの組織基盤をしっかりしたものに

し、全世界の急速に増えつつある奉仕の需要に
応えなければなりません。
又、「ロータリー家族」委員会を前年に続い

て維持し、クラブ内に思いやりと気くばりの雰
囲気を推進しなければなりません。
1905年始まったロータリーは、100年後の現

在は3,100のクラブが会合開いております。
第2570地区は、５グループ56ＲＣで構成され

現在の会員数は2,200人あまりです。
毎年多くの新人会員を迎えながらも、経済の

低迷と高齢のため退会者も多く、年に会員数は
減少しております。
今年度は会員増強はもちろん、退会防止にク

ラブが総力で取り組んでいただき、その為にも
新しいことへのチャレンジをして下さい。
又、会員としては経済的、時間的、精神的ゆ

とりが必要であります。そして例会が心のより
どころとなるよう。

ゆとりにはまず自分の事業に専念し、決して
自分の仕事を犠牲にしないで働き、その結果優
秀な友人、知人をロータリーに勧誘し、ロータ
リーをして「真の奉仕」を社会に認識してもら
うことが大切であります。
又、女性会員の増強にも努めていただき明る

くて、活気のあるクラブにしてください。
21世紀は、世界的にみても女性指導者が増え

活躍しています。そして社会に貢献しています。
時代は刻一刻と変化しております。ロータリー
も例外ではありません。

会員増強拡大には
①クラブの活性化
②入会を容易にする為の努力（入会金、スマイ
ル、その他）

③セミナーや会合は可能な限り仕事に差し支え
ない日時を選ぶ

④ロータリアンとしての誇りをもてるよう個々
の事業に倫理的、道徳的価値観を堅持する

⑤全てのロータリアンは、相手を許す寛容さ、
謙虚さ、協調性をもって行動する
そして４つの「テスト」を基本に会員、家族

と共にロータリー100年を祝うプロジェクトを
推進し増強拡大に繋げていきましょう。

クラブ奉仕部門委員長

関　　　靖　子

8 月ロータリー

g g g g g g g g g g g g
会員増強及び拡大月間について

特 別 月 間
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ロータリーを祝おう

ロータリー国際大会が大阪で行われ　その大
会に併せて橋田ガバナーエレクト激励会が高山
ガバナーやパストガバナーを始め140名にも達
する多数の会員の参加のもと力強い出発が約束
された。
橋田ガバナーは今年度は「ロータリー100周
年を盛大に家族と共に祝おう」「ロータリーに
若さを」をテーマに情報化への取り組みを表明
しました。
具体的には地区専用rid2570．gripドメインを
継続的に使用することを地区内規に明文化し運
用指針を公開するとともに、地区の持つあらゆ

る情報を公開する。
その運用のために、事務局の教育を行うこと

になりました。
ロータリー活動を通じて情報交換の場を拡大

し会員の皆様の経営マネジメントがより向上さ
れればと思います。
橋田さんが今回突然のガバナー誕生となった

事情を理解した深谷ＲＣを始め各役員の結束は
いやがうえにも強力となりました。
橋田ガバナー年度をロータリー100年にふさ

わしい年度にしましょう。

ガバナー補佐　真下和男（東松山ＲＣ）第１グループ

クラブ活動の自主性を尊重して
さあ、今年度はロータリー100年です。たっ
た、４人で誕生したロータリーが、100年を迎
え世界166ヶ国に、120万人の会員数を誇るまで
に大発展を遂げました。
しかし、最近は会員の減少や高齢化など大き
な困難に直面していることも事実です。
2570地区でも、７年前は3,000人近い会員数で
したが、現状は2,200名であり、大変な危機感を
もっています。どうも、組織が大きくなり、上
位下達や前例踏襲、寄付強要型になって来たの
ではないかと思える節が見受けられます。
もっと、しなやかで魅力的なロータリーに生

まれ変わるにはどうしたらいいのか、多くのロ
ータリアンと一緒に考えたいと思います。よく、
困難に直面した時は、原理、原則、原点に戻れ
といわれます。
初期ロータリーの積極的、情熱的な活動の歴

史に学び、ロータリーとは何か？奉仕とは何か
？を論議し、クラブ活動の自主性を最大限尊重
し、一人一人のロータリアンの心に灯を燃やし
て頂けるように努力したいと考えています。一
人一人の心の変化が、クラブを変え、地区を変
え、世界を変えることに繋がると思うのです。
なぜなら、100年前たった４人でスタートした
のですから。

ガバナー補佐　橋本正彦（朝霞ＲＣ）第２グループ
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100年の歩み

愛とロマンとロータリー
３年前に第2570地区56番目のクラブとして誕

生した深谷ノースＲＣ初代会長です。

初年度会長方針が

「愛とロマンとロータリー」

「国際性とＩＴに強くなろう」

の２つでありました。「愛とロマン」は、私の

人生目標です。人にも物にも心より慈しみ愛す

る心そして人生大きな夢を持って生きる、この

姿勢が私は好きです。

今年はロータリー100周年であります。

ＲＩ会長のテーマ「ロータリーを祝おう

100年の歩み」を橋田ガバナーの指導によって、

第４グループ（12クラブ・５百余名）は、2005

年２月23日にＩＭを兼ねて家族共々お祝いでき

る企画をたてます。100周年を機に次の100年に

向かい、すばらしい人間関係とロータリーの発

展を祈念して挨拶とします。

ガバナー補佐　新　精一（深谷ノースＲＣ）第４グループ

クラブとガバナーのパイプ役に
橋田ガバナー年度、第３グループのガバナー補佐
を仰せつかり、責任の重さを痛感しております。
補佐は、ガバナーの手足となって、クラブの管理
運営に関して支援し、ガバナーの方針、お考えをク
ラブに伝達し、クラブの活動状況、ご意見などガバ
ナーに報告するパイプ役と解釈しております。会員
の皆様のご理解とお力添えをお願い申しあげます。
ＲＩテーマは「ロータリーを祝おう－100年の歩
み」ですが、同時に橋田ガバナーは「ロータリーに
若さを」をかかげています。
ロータリー100年という記念すべき意義ある年度
にあたります。もう一度ロータリーの原点を見つめ、
ロータリーの原点にたって、クラブの伝統や慣習を
生かしながら、いまの時代にあった、効果的な活動
を展開することによって、会員に満足をあたえ、い
きいきとしたクラブが実現できるものと信じます。
①ロータリー100年の事業の１つに会員増強があげ

られています。いま会員が減少傾向にありますが、
クラブの安定した運営には、強固な組織づくりが必
要です。クラブ会長さん、よく理解され、今年度は
５名以上の純増を見込んでいますというお話を聞い
てうれしく思います。退会防止と会員増強に会員の
皆様の大きな力をおかしください。
②クラブ運営の原点は、ロータリー情報です。ロー
タリアンが守らなければならない「きめごと」があ
ります。今年は規定審議会が開かれ、定款、細則も
改正されます。地区情報委員会のご協力で、情報教
育力を入れたいとおもいます。
③ロータリーの家族委員会ですが、親睦委員会と一
緒になって、素晴らしい活動をされています。これ
にロータリー100周年という「ロータリーを祝おう」
を加え、家族にも、地域社会にまでロータリー家族
の輪が広がることを願っています。家族のかわす笑
顔は快いものだ。殊にお互いの心を信頼し合ってい
る時は。（ジョン・キーブル）

ガバナー補佐　中山惠詞（所沢ＲＣ）第３グループ

国際ロータリー第2570地区のＲＣメンバーに
置かれましては一年間、宜しく御願い致します。
今、この原稿を６月半ばに書いていますが、予
定者の身分に関係なく自分で対処するべき事
は、次々と出現致します。
第１回会長幹事会や地区部門委員長さんから
出された課題に積極的に取り組み、お答え致し
ました。
昨年11月に前ガバナーエレクトからの第５Ｇ
補佐の要請が有り、同月17日にお返事してから
色々の事が有り、私も悩みましたが、12月の行
田ＲＣの理事会の承認事項で全理事の賛成を得
まして、其の日の例会で会員一同に行田ＲＣ湯
本会長から補佐予定者の披露が有り。会場の大

きな拍手で背中を後押しされて、補佐としての
覚悟が決まりました。「私には71人の会員の応
援が有る。」と！
2002年にＲＩで導入された補佐制度はＤＬＰ

の一環として従来の分区代理より重要な役割を
担っています。本年度の2570地区は本格的導入
の実験場とも言えます。
私は第５Ｇ（11クラブ）の要望事項や意見に

耳を澄まし、ガバナー、地区幹事、地区委員長、
他の補佐の方々の考えを参考に、出来る事から
早く解決する（ガバナーの手足となり）。一方、
ガバナー、地区役員の意向を11クラブにただち
に伝える（ガバナーの眼や耳となる）のが私の
役目と考えています。

ガバナー補佐　諸貫健一（行田ＲＣ）第５グループ



クラブ奉仕部門としまして、最重要課題であります会
員増強、退会防止に力を入れます。
そのために、ロータリーの基本である各クラブの運営

を円滑にし、例会が明るく、楽しく、暖かく、しかも有
意義であるようお願いをします。
それには、何よりも、ロータリアン各位の企業が繁栄

することが大事であります。
その結果　おのずと社会奉仕即ち真の奉仕が可能とな

り、ゆとりを持って例会の出席も可能となり、会員増強、
退会防止に繋がります。
21世紀のロータリーは時代と共に変化がもたらされる

でしょう。不易流行、即ち時代と共に変革すべきこと、
又、変わってはならないものもある訳です。今年度も規
定審議会で変化があるようですが、御出席の寺山ＰＧの
御報告を期しているところでございます。Ｒ情報に会員
の注意を期待します。家族委員会も二年目で方向が見え

てきていますので大いに活躍されることを望み、各クラ
ブが生き生きと活力あるクラブ例会を目指していただき
たいと思います。
橋田ガバナーのテーマであります。「ロータリーに若

さを」老・壮・青の会員が一体となって新しいことにチ
ャレンジされることをお願いします。

（方針）
①各クラブの例会が明るく有意義であるべく努力する
②卓話者の選択（会員が興味のもてるテーマ）
③自らの職業倫理を高める努力（ステータスに繋ぐ）
④Ｒ情報の周知を計る
⑤会員に寛容、謙虚、協調の精神をもって決して自己中
心的なエゴにならないよう努力をお願いする。

⑥100年委員と共同してプロジェクトを考える。

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER

No. 2 ガバナー月信�

ロータリーを祝おう

クラブ奉仕部門 委員長　関　靖子（新座ＲＣ）

本年度の職業奉仕
「友」誌４月号の国際協議会レポートによれば、
期間中に最も感銘を与えたスピーチは、前ＲＩ会長
ビチャイ・ラタクル氏の「ロータリーの最も重大な
課題でありながら、無視されてきたものは職業奉仕
である。そして、職業分類の原則こそロータリーの
基本的な特徴であり、ロータリアンに社会が必要と
している道徳原則への誓約を表明する特権を与える
ものである」と。
ロータリー100年の歴史の中で、職奉の考え方、
活動の方法等に様々な変遷があったが100年を機会

にじっくりと考えてみたい。
当部門としては、ロータリアンとクラブが奉仕の

理想を実践する事に対するお手伝いに徹するなかで、
職業倫理高揚、道徳水準推進の啓蒙活動の発信基地
となるよう努力したい。
なお、具体的な活動計画については宇野委員長の

原稿をご覧下さい。

職 業 奉 仕 部 門 委員長　宮前洋一（秩父ＲＣ）

社会奉仕は地域に密着した奉仕活動を最重要と考
えます。地域の行事に参加することはロータリー活
動の訓練と実習でありプロパガンダと親睦にもなり
ます。今年度はロータリー誕生100年を記念して、
地域のニーズに応じた課題の発掘に務めて下さい。
そして挑戦して下さい。人の為、社会の為になるこ
とは「満足という快感」として還元されます。
地区社会奉仕部門では100周年記念事業として

「100人の目の不自由な人に愛の光を」という目標を
提唱しました。人は外部からの情報を80％以上目か
ら得ております。埼玉県内には150名程の角膜移植

手術希望登録者が居ります。地区内56クラブのテリ
トリーから１名づつ献眼者があれば２倍の112人の
方に光を取りもどせます。アイバンク運動を理解し
積極的に参加して下さい。「死後の角膜提供は人生
最後の最大の奉仕」とも言えます。（詳細は各クラ
ブに配付したビデオを供覧下さい）

社 会 奉 仕 部 門 委員長　花家孝之（日高ＲＣ）
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ロータリーが薦めています青少年を健全に育てる、
年代別や目的に応じた各プログラムを新世代部門委
員会の下記４つの委員会がそれぞれ担当し、推進し
ていきます。

☆「ライラ委員会」は、青少年を将来の優れた指導
者に育成することを目的とした活動を担当します。
☆「インタ－アクト委員会」は、14歳から18歳まで
の青少年・高校生たちが、ロータリーが提唱する
楽しく、意義ある奉仕プロジェクトに参加し、奉
仕するインターアクトクラブを側面から支援・育
成することを担当します。
☆「青少年交換委員会」は、異なる国の文化と生活
習慣の体験は相互理解を生み、国際理解と平和の
推進に役立ちます。他地区との15歳～19歳の若者

の交換プログラムを担当します。
☆「ローターアクト委員会」は、地域のニーズのた
めに奉仕し、友情や仕事の輪を広げ、世界理解を
深めようとする18歳から30歳までの青年男女対象
としたローターアクトクラブを側面から支援・育
成することを担当します。

☆短期の青少年交換プログラムとして「日豪青少年
交換プログラム」があります。ライラ、インター
アクト、ローターアクトの各委員会が担当し、進
めて行きます。

以上のプログラムは、何れも会員さんお一人ひと
りの背中を若い人たちに見せて頂くご協力が必要と
なります。１年間何卒宜しくお願い致します。

新 世 代 部 門 委員長　井花富夫 （新狭山ＲＣ）

「世界社会奉仕（Ｗ・Ｃ・Ｓ）」へのご協力を
国際奉仕部門は、ＲＩ会長が強調しておられます
地球上に発生する「きれいな水・保健問題・貧困問
題」を解釈するため、他の部門と協力しながら推進
してまいりたいと考えています。
具体的には、前年に引続き、書き損じハガキ等を
収集して資金をつくり、「さいたまユネスコ協会」
通じて、「ネパールの学校建設」を支援します。ま
た、個人名義で支援します。また、個人名義で支援
する「ネパール就学里親制度」を各クラブへ啓発し、
支援を推奨してまいります。

次に、５年目を迎えた「アフガニスタン」に対す
る支援は、「難民を助ける会」を通じて、地雷で被
害を受けた子どもたちを支援します。その他、「ロ
ータリー100年」を記念して、新しい視点に立った、
新しい分野の「Ｗ・Ｃ・Ｓ」を委員会で研修し、９
月４日（土）の「国際奉仕セミナー」で、各クラブ
に提案したいと思っています。各クラブにおかれて
は、これまで以上のご協力を切にお願いする次第で
す。

国 際 奉 仕 部 門 委員長　鈴木勲二（和光ＲＣ）
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ロータリーは、世界的規模の奉仕活動を、ロータ
リー財団の資金管理のもとで行っております。各地
区は、Ｒ財団への寄付を地区内各クラブに呼びかけ、
ロータリアン及びクラブは毎年多額の寄付をＲ財団
に拠出しておるわけです。
寄付のうち、年次寄付として拠出したものはＲ財
団で運用され、３年後にその50パーセントが地区の
活動資金として戻ってきます。地区Ｒ財団部門はこ
の資金で、国際親善奨学生の派遣、ＧＳＥの派遣、
地区補助金授与等の事業を行っております。この事
業の維持継続のため是非、年次寄付の目標１人100

ドルを達成したいと思います。
また、ロータリーの財団資金での世界的奉仕事業

の成果についてセミナー等で広報につとめ、会員に
財団資金の活用等ロータリーを理解いただくことで、
恒久寄付１人20ドル、ポリオ寄付１人50ドルの目標
も達成したいと思います。

ロータリー財団部門 委員長　武田　哲（深谷東ＲＣ）
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地区米山奨学委員会の役割の主要なものは、皆様
すでにご存知のとうり、以下の３点で、
１　米山奨学事業の理解促進・寄付増進
２　奨学生の選考と採用
３　米山奨学生のフォローと学友会のサポート
でありますが、当地区は上記第一の米山奨学事業の
理解促進・寄付増進が、ここ数年目標どうり進捗し
ていないのが現状であります。
この大きな要因は、なんと言っても10年にも及ぶ
日本経済の不況・デフレ化、更にはそこから派生す
る会員の減少によるものと考えられますが、これは
言わば全国的な現象ですから、これに対して、どう
前向きに対処するかが一つの解決への問題かと考え、
一つの方策として米山奨学生・学友とロータリー会

員間の距離というか溝を如何に埋めて、お互いの行
動方針に一体感を見え出しそこから相互扶助の心が、
芽生えるようあらゆる方法を試行錯誤してみたいと
考えております。その一つの方策として米山月間は
勿論のこと、あらゆるチャンスを利用して米山奨学
生・学友とロータリー会員間に触れ合いの場を作り、
更には米山学友の活動をロータリー会員に広報・浸
透させることによって、ロータリー会員に将来日本
との橋渡しに有効かつ必要不可欠の人材を育てるの
に意義あるものと感じ取ってもらい、そこから奉仕
の心がおのずと湧き出るような地道な努力が、大変
難しいと思いますが何時の日か実を結ぶことを信じ
努力したいと考えております。

米 山 奨 学 部 門 委員長　松田正己 （所沢中央ＲＣ）
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川越中央ＲＣ（会長：梅田章夫）では、年間を通して「川越まつり考察」と題するシリーズもの卓話の例
会を開催します。日本神道の第一人者、京都大学名誉教授、秩父神社宮司、薗田稔先生を始め各分野専門の
先生方をお招きしております。
「川越まつり」は、近年観光都市として脚光を浴びている、歴史的遺産の豊富な川越で行われる、中心的

なイベント「山車まつり」です。
日程、テーマ、講師（敬称略）は
①８月23日「日本のまつり」薗田　稔
②９月27日「川越まつりの歴史的背景」小泉　功（川越市文化財保護審議会会長）
③10月25日「江戸時代の川越氷川まつり－１」田中敦子（川越市教育委員会文化財保護課主任）
④11月１日「江戸時代の川越氷川まつり－２」田中敦子（川越市教育委員会文化財保護課主任）
⑤１月31日「明治以降の川越まつり」井上　浩（川越市文化財保護審議会副会長）
⑥２月７日「太平洋戦争後の川越まつり」井上　浩
⑦３月７日「川越の山車人形」是沢博昭（聖徳大学人文学部専任講師）
⑧４月４日「川越のまつり囃子－１」大島純子（日本民俗芸能学会会員）
⑨４月25日「川越のまつり囃子－２」大島純子（日本民俗芸能学会会員）で、いずれも月曜ＰＭ７の点鐘です。
川越市の広報誌を介して市民の参加も呼びかけ「ロータリー家族の交流」にも役立てる所存です。
メーキャップがてらのご参加をお待ちしております。

プログラム委員長

山　田　　　隆（川越中央ＲＣ）
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本年度のＲＩ、グレン、エステス・シニア会長は
ロータリー100年にまつわる前向きな広報は、間違
いなく会員候補者の間でロータリーに対する認識と
関心を高め、2004～2005年度を増強する最適なもの
とするでしょう。また私達は、ここ数年の退会防止
活動を継続するクラブプロジェクトに現在の会員を
積極的に巻き込み「ロータリー家族」委員会を維持
し続け、クラブ内に気配りと思いやりのある環境を
推進しなければなりません。活動的で献身的なロー
タリアンの退会を防止し、その数を増やして私達の
将来を安定したものにする為あらゆる努力をしまし
ょうと述べております。
また、橋田弥寿男ガバナーは毎年多くの新入会員

を迎えながらも退会者も多く、残念なことに年々会
員数は減少しており、次年度は、会員増強はもちろ
ん特に退会防止に各クラブが総力を挙げて取り組ん
でいただきその為にも新しい事へのチャレンジを行
い楽しい魅力あるロータリークラブ作りを皆さんに
考えていただきたいと述べております。ＲＩグレン
Ｅ．エステス・シニア会長、そしてわが橋田弥寿男
ガバナーも特に増強と退会防止に力を入れており、
これらに答える為全力でこの一年間努力させていた
だきますのでどうぞご協力の程よろしくお願い致し
ます。

増強・退会防止委員会
委員長　小久保富夫（新狭山ＲＣ）

高山年度に引き続き当職を、拝命されました。ち
ょっと厳しい言い方かもしれませんが、「ロータリ
ー情報なくしてロータリーを語る事なかれ」と自分
では考えております。ロータリアンは、ロータリー
情報を知ることは責務（義務）であると同時に特典
（権利）でもあります。ロータリーの主な情報源と
しましては、「手続要覧」、「ロータリーの友」、「ガ
バナー月信」それにＩＴ化に伴うロータリージャパ
ンウェブの活用があります。ロータリー情報として
常に気をつけなければならないことは、正確な情報
をより早く知ることが大切であり、それをふまえ当
委員会としましては、地区として知り得た情報につ
いては、それに則り極力伝達していく所存です。
本年度の方針としましては、既に2004年規定審議

会で採択された制定案について、代表議員寺山栄一
パストガバナーを招き７月24日に解説して頂きまし
た。さらに、地区情報委員が各クラブを訪問し、上
記制定案について卓話をする予定です。また、高山
年度同様に、分かり易い「ロータリー情報イロハ問
答」を作成します。最後になりますが各クラブは、
月一回必ずロータリー情報に関する卓話の実施と当
委員会の活動に対するご理解ご協力をお願いする所
存です。

ロータリー情報委員会
委員長　栗山　昇（朝霞ＲＣ）

職業奉仕をむつかしく考えず、各ロータリアンが、
身近なものと理解して実践出来るような体制にすべ
く微力を尽くします。

①郷土の偉人で「職奉」の先駆者、渋沢栄一翁の「道
徳経済合一説」について研修会と関連諸施設の見
学会の実施。１、深谷地区　２、東京飛鳥山渋沢
資料館３、古牧温泉と渋沢公園・旧渋沢邸等（３
については情報提供）

②職奉に関する研修会・事例発表会の実施　前年に
続き、５回、グループ別に実施。

③綱領、第２に基づき、事業所見学の開催
④会員企業の社是、社訓の収集、職業奉仕に関する
標語、職業奉仕活動事例の募集、まごころの職奉
－2004年～2005年版の刊行検討。

尚、グローバル・リサイクルＰＪは、本年は各ク
ラブに対応を委ねることになりますが、継続される
場合は地区職奉委員長まで事前にご連絡下さい。

職業奉仕委員会
委員長　宇野　潤（熊谷ＲＣ）
「職業奉仕」をむつかしく考えないで

ロータリー家族委員会はロータリーライフをまず
家族と共有することで、ロータリアン各人の活動の
原動力が倍増することを理解して頂くことから当委
員会活動が始まります。原動力の倍増は各人のみな
らずクラブや地域での様々な活動に活発さを漲らせ
ます。
ロータリーの活動をロータリーに関係ある人ない

人全ての人に理解して貰うことは大変重要なことで
すが、何はともあれ家族に理解して貰うことがロー
タリー活動を継続するにおいて一番大切であり基本
でもあります。
本年度のロータリー家族委員会重点活動の一つに

活動報告書作成があります。12月の家族月間や２月
の100周年記念日を含む本年７月～来年３月の間に、
家族と共に楽しく理解を深める意義ある行動や活動
を行なって下さい。報告期限は４月15日です。報告
書をまとめて各クラブにお届けしますのでどうぞ貴
クラブで行った活動を写真添付して奮ってご報告下
さいますようお願い致します。

ロータリー家族委員会
委員長　安田福輝（上福岡ＲＣ）
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はじめから一人前の人はいない。「鍛冶屋は鍛冶
屋をやりながら本当の鍛冶屋になる」と先達から教
えて頂きました。
社会奉仕の真髄は決議２ｅ－34にいう「奉仕の理想」

に尽きるといいきる橋田ガバナーの言をお借りする
ならば、活動を通して会員相互のフェローシップも
涵養され、人にも地域にもやさしく親身になれる、
心豊かなロータリアンとして醸成されていくことに
社会変化本来の意義があるようです。
社会奉仕は対象とする領域があまりに広く、圧倒

されるおもいですが、クラブにおかれましては、こ
の点を踏まえての有意義な活動お願い致します。
地区活動は１、クラブ奉仕活動の自主性を尊重す

る傍ら、情報の相互共有を図り活動参考例として提
供。２、地域社会奉仕活動に参加もしくは共同する
事例の検証。３、100年記念事業「100人に愛の光を」
（アイバンクに協働への参加の推進を骨子と致しま
す。）

社会奉仕委員会
委員長　片倉昭弘 （上里ＲＣ）

先ず現在活躍している世界社会奉仕活動ですが、
文盲絶滅運動のネパールへの学校寄付運動が埼玉ユ
ネスコを通じて行なわれて参りました。次は所沢を
嚆矢とする寄付先指定の冠学校運動です。今年は深
谷３クラブの希望で実施されます。従来ロータリー
の運動は金は出すが何処でどう使われ居るのか余り
考えたことが有りません。自分たちが拠出した浄財
が、名前が付いて存在すれば収集活動の励みになる
のではないでしょうか。
又この資源となっている書き損じハガキの回収運

動は、地域社会を巻き込んだ運動で、ロータリーク
ラブを知らしめる意味もあり、地域社会，ＰＴＡを
通じてロータリーが浸透してまいります。この結果
成績の良い地域は会員の増加を見ています。幸い私
は深谷地区３クラブと共同してこの運動に取り組ん
でまいりましたので、蒐集についてのノウハウを持
っておりますので不明な点は何時でもご連絡くださ
い。各グループごとに冠学校が出来れば喜ばしい限
りです。次はタイに自転車を財源をさほど必要とし
ない方法でバンコックのスリオンクラブ（日本人の
みのクラブ）が主催する日本自転車振興会事業の放
置自転車を分解、修理して現地に送るのですが１台
について450円くらいの費用が掛かりますがコンテ
ナー１台で500台収容可能ですので之くらいならば
委員会予算で十分対応できます。

国際奉仕委員会
委員長　柿沼昭治（深谷ノースＲＣ）

1962年国際ロータリー、ラハリ会長の指導のもと
に日本で最初にインターアクトクラブが誕生したの
は仙台育英高校であり、その２年後の1964年に第
2570地区の東松山ロータリークラブ提唱のもとに県
立松山高校にインターアクトクラブが誕生いたしま
した。
インターアクトはロータリー活動の一環としてＲ

Ｉから提唱され今や世界一の大きな団体であります。
世界の人類が永遠に繁栄するためにはまず第一に

住みよい社会、第二に平和な社会、第三に奉仕の社
会、第四に国境を越えての国際社会、これらの奉仕
活動を青少年らしく活動していく、インターアクト
クラブが今必要だと思います。インターアクトクラ
ブは、「地域社会に奉仕し、国際理解に貢献する青
少年のため」に国際ロータリーが提唱し年齢14才～
18才までの青少年が入会できるのです。
本年度も色々なプログラムを各学校の顧問教師の

先生方と話し合い、有意義なプログラムを作り会員
皆様方が積極的に各事業に参加できるよう努めて参
りたいと思っています。なにぶんにも皆様方のご指
導よろしくお願い致します。

インターアクト委員会
委員長　田中博兼（熊谷ＲＣ）

ローターアクトプログラムは、ローターアクトク
ラブの強力な国際組織に発展し、現在150ヶ国以上
の地理的地域におよそ7,300のクラブを擁し、145,000
名の会員が地域社会のニーズのために奉仕し、友情
や仕事の輪を広げ、世界理解を深めようとする18歳
～30歳の青年男女の集まりです。
世界のローターアクトクラブ数をみると、日本406、

アメリカ385、イギリス123、ドイツ162、最も多い国
はインド2,051、ブラジル713クラブとなっております。
当地区のローターアクトクラブは、川越73名（東

京国際大学内、川越ＲＣ提唱）及びむさしまつやま
11名（東松山、東松山むさし提唱）の2団体のみで、
現時点（2004年5月31日現在）では、どんなクラブ
活動を行っているのか確かな情報は伝わってきてお
りません。
2570地区では青年会議所、商工会議所青年部の活

動が活発であり、過去の経緯からローターアクトク
ラブを立ち上げるのは、大学の経営者にその主旨を
説明し、大学内へ創る事が最善の道であると考えま
す。
もう一度それぞれのクラブ内の大学を見まわして

頂けませんか！地区は物心両面の協力を惜しみませ
ん。
パソコンやケイタイで暮す学生に、血の通った

「人の道」を案内する事は、大切な私達の仕事だと思
います。ぜひ連絡下さい。お待ちいたしております。

ローターアクト委員会
委員長　小山　博（行田ＲＣ）
大学にローターアクトクラブを
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青少年交換プログラムは、高校生を対象とした親
善交流を通じ、国際理解の向上、世界平和の推進に
寄与することを目的としています。
このプログラムは国際ロータリーの公式プログラ

ムとして1972年に認定され世界中の国々の間に有効
と親善の輪を広げてきました。2570地区におきまし
ては今年で36回目の交換プログラムを行うこととな
ります。本年８月には35期の留学生５名が研修を終
えアメリカ、ブラジルへと留学に向かいます。又、
海外に留学に向かう日本の高校生と同数の海外から
の学生が同時に2570地区に留学に来訪し、地区内の
ロータリークラブが受入を行っております。
世界には100を超える国があり、それぞれの国に

複数の民族、文化、伝統、言語があります。異国の
文化、伝統等を理解し、自分の国の文化、伝統を紹
介するのはその国に滞在して自分の目を通し、耳を
通し、そして肌を通して行う以上の方法はないと思
われます。
ロータリークラブの国際的なネットワークを軸に、

また皆様のご協力の下出来るだけ多くの高校生親善
大使が生まれ育っていきますようプログラムを推進
してゆきます。

青少年交換委員会
委員長　中村正昭（新所沢ＲＣ）

本年度Ｒ財団推進委員会としては、昨年に続き各
クラブにＲ財団の内容やプログラム等の理解を深め
る為に、クラブの委員長さん方に「Ｒ財団の活動に
対して活性化を図る」と言う事をさらに推進して頂
きたいと思います。
寄付については、今まで地区で目標設定していた

ものが、本年度から各クラブで目標設定をして頂く、
と言う様な形に今年度から方向性が大きく変わりま
した。まずはロータリーの100周年の目標である
2005年までに、「年次寄付の一人当たり100ドルの達
成｣をお願いします。またポリオ寄付については最
終年度です。４月末現在では日本の目標1,600万ドル
の内、1,070万ドル位が寄付されていますがその目
標の約２/３しか達成されておりませんので、一人
当たり50ドルも頑張って下さい。
『地区補助金』については本年度3,000ドルの予算
を立てました。昨年に続き多くのクラブが、地域の
為に有効利用して頂きます様お願い致します。

Ｒ財団推進・補助金委員会
委員長　梅澤將明（坂戸さつきＲＣ）

Ｒ財団奨学学友委員会は国際親善や異文化の相互
理解と共に更に人間形成の場を海外で修得し知的国
際貢献や世界平和に寄与するなど将来日本の礎とな
るような次代を担う優れた人材を育成することを目
的としております。
又、当委員会の強力なパートナーである学友会は

帰国した先輩ＯＢで組織されております。学友会は
Ｒ財団教育プログラムを補佐し帰国者の組織作りや
学友会ニュースの発行、選考試験では語学の各専門
分野を担当します。又奨学生が留学先で安全に充実
した生活が送れるように経験に基づいたアプリケー
ションガイダンスを積極的に行うなど重要な役割を
果たしております。
本年度も学友会と共に応募者や留学生のプライバ

シーの保護に充分配慮しながら微力ではありますが
事業を進めて参りたいと思います。

Ｒ財団奨学学友委員会
委員長　間庭　崇（熊谷東ＲＣ）

2004－2005 グレンＥ．エステス・シニアＲＩ会
長のテーマ「ロータリーを祝おう100年の歩み」と2570
地区橋田ガバナーのサブテーマ「ロータリーに若さ
を」提唱されております。この素晴らしいテーマを
理解し実践することによって意義あるところのロー
タリーの100年の歩みを反省思惟し、活動、飛躍の
エネルギー源としてまいりたいと考えております。
何故、国内外の青少年指導者育成の重要性が声、

高らかに大きく、力強く叫ばれているのか？自問自
答するならば、ロータリアンは勿論のこと、すべて
の人が自分が今立っている生活環境、精神的、肉体
的、経済的且つ地球規模に眼を心を転じた時に何を
生きる理想として、どこに視点を置くべきかを配慮
することが大切であると考える。即ち常に自らを正
しき位置に据えておくならば人は求めなくとも信頼
し近寄って来るのではないでしょうか。
ロータリアンは指導者としての鏡となることを忘

れてはならないと思います。本委員会としては、イ
ンターアクト、ローターアクト、青少年交換委員会
等と交流と情報交換し、将来ロータリーを背負って
いくべき人材育成の基礎土台としての目的があるの
ではないかと思い、若さとエネルギー、夢と希望を
持てる青少年への物心両面の支援が大切であると認
識します。
目的達成のための継続的実践が必要であります。
新世代部門委員会の一環としてのＲＹＬＡの活動

は大いに期待されているものと思い、出来る限りの
実践を以ってお応えしてまいりたいと考えてます。

ライラ委員会
委員長　吉田　恒（岡部ＲＣ）



本年度は、25名の奨学生（新規19名、継続６名）
がこの３月に決定しました。
本年も米山の年間行事である①米山梅吉記念館へ

の研修旅行②米山月間での奨学・学友生の卓話活動
③各国文化交流を主としたバ－ベキュ－を楽しむ会
④修了生の歓送会⑤地区大会への奨学・学友生の参
加⑥学友総会の開催等をより一層充実させて、米山
事業の原点である「日本へ勉学に来た外国人留学生
を国際社会で活動できる優秀な指導者に育成する」
ことを第一に側面から応援したいと思っております。
そして、本年度は奨学生が各世話クラブの例会に

出席した時、またロ－タリ－行事に参加した時は、
お客様の態度ではなく、自ら積極的にロ－タリアン
と話の輪の中に入り、日本人と心の交流が図れるよ
うに指導していきたいと思っております。
そして本年も、この意義ある米山奨学事業を是非

理解していただきたく、ご支援をよろしくお願い致
します。

米山学友奨学学友委員会
委員長　西澤孝夫（越生毛呂ＲＣ）
「奨学生・学友生と心の交流を」
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ＧＳＥ（研究グループ交換）とは、ロータリー財
団の事業の１つで、組み合わされた２つの地区がそ
れぞれある研究テーマを持ったＧＳＥチームを交換
しあうことです。ＧＳＥチームは、４～６人の専門
識者（25～40歳）と１人のロータリアンのチームリ
ーダーから構成されています。滞在期間は４～５週
間です。
本年度は、我が2570地区においては３年に一度の

ＧＳＥ実施年度にあたり、ＧＳＥ委員会には石川嘉
彦氏（入間）、山田晃氏（行田）、竹間暎氏（東松山）、
岡本比呂志氏（新座）といった国際青少年交換には
豊富な経験をお持ちの諸氏に加わって頂き、強力な
布陣で望める事になりました。
我がＧＳＥ派遣団（５名）は平成16年７月28日よ

り４週間3310地区に滞在し、研究テーマについて考
察することになっております。また、平成17年４月
には、3310地区よりＧＳＥ派遣団をお迎えする事に
なっております。その節は、ご協力の程何とぞ宜し
くお願い申し上げます。

ＧＳＥ委員会
委員長　河田英一（深谷ＲＣ）

一、はじめに
大阪国際大会の「友愛の家」の米山コーナーを訪

れ、奨学委員長セミナー報告及び寄付事例特集号を
戴くことが出来、大変参考になりました。

一、抱負と方針
セミナーでは「寄付が先か、理解が先か」で活発

な意見交換がなされたそうですが、かつて当地区で
増強について「質か量か」の問題が提起された時、
敬愛する時のガバナーが、「量も質も」と答えられ
たのを懐かしく思い起こし、「寄付も理解」も全力
で行うべきだと思っております。
寄付増強方法につきましては、地区協でも申し上

げましたが、今回の寄付事例特集号でも採り上げら
れておりますように「普通寄付金」のアップがなに
よりも肝要と思います。又、特別寄付につきまして
は、一人当たりの全国平均を目安に、地区協での事
例を参考に各クラブ共会員全員参加を目指して取り
組んで戴きたいと願っております。

米山奨学推進委員会
委員長　戸谷全克（本庄南ＲＣ）

星 野 進
（秩父ＲＣ）

木 村 葉 子
（深谷ＲＣ）

荻 野 薫
（深谷ＲＣ）

☆マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー11回目☆
（メジャードナー）

☆第4回米山功労者☆
マルチプル

☆米山功労者☆
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「四つのテスト」の有用性については既に実証済
みで、これに沿った行動をすべての会員は求められ
ています。
しかし、残念ながら現状は十分にそれに応えてい
るとは言えない状態です。そこで、まずこの簡単な
文言にできる限り多く皆さんが接する機会を作りた
いと思います。クラブ会報委員長さんには会報に記

載されるＲＩテーマの横にでも常設欄をお願いしま
す。そして行動に迷うような時には判断の拠り所と
して頭に浮かんで来るまでになれば最高です。
「月信」編集部には無理にお願いして、次号から

毎号掲載していただける事になりました。最終号迄
には暗記できるでしょうか？

四つのテストの掲載について

職奉部門委員長

宮　前　洋　一（秩父ＲＣ）

ロータリーの綱領

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各
項を鼓吹、育成することにある：
第１　奉仕の機会として知り合いを広めること；
第２　事業および専門職務の道徳的水準を高めること；あらゆる有用な業務は尊重されるべきで

あるという認識を深めること；そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するた
めに、その業務を品位あらしめること；

第３　ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用
すること；

第４　奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解
と平和を推進すること。

四 つ の テ ス ト

言行はこれに照らしてから

１、 真実か　どうか

２、 みんなに公平か

３、 好意と友情を深めるか

４、 みんなのためになるか　どうか

新 入 会 員 のご紹介 

氏 名

クラブ名

入会年月日

勤 務 先

生年月日

藤 田 浩 一

本庄ＲＣ

2004年７月１日

埼玉グランドホテル本庄

1964年８月３日

氏 名

クラブ名

入会年月日

勤 務 先

生年月日

堀 越 康 司

加須ＲＣ

2004年７月１日

�ホリコシ・ホリーズトラベル

1951年12月25日

氏 名

クラブ名

入会年月日

勤 務 先

生年月日

五十嵐 敦 子

本庄ＲＣ

2004年７月１日

学校法人福島学園本庄幼稚園

1954年６月２日
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地区幹事

荻　野　　　薫

年度始め地区役員合同会議開催

2004年７月９日（金）、午後１時半よ

り埼玉グランドホテル深谷にて、年度

始め地区役員合同会議が、橋田ガバナ

ー点鐘により開催されました｡100余名

の出席のもとã山直前ガバナー、関口

直前地区幹事に記念品の贈呈があり、

１年間の労に参加者全員で、心より感

謝の意を伝えました。

その後、３年毎に開催される規定審

議会に出席した、寺山パストガバナー

から、その重要事項について説明が行

われました。移動休憩の後、午後３時より部門別研修会が開催され、ガバナー補佐の挨拶、各部門委員長か

ら、分科会報告及び活動方針について発表がありました。

最後に、地区大会の全員登録のお願いが古郡地区大会実行委員長より行われ、引き続き５時より懇親会場

にて、全員参加のもと、パーティーが和やかな内に開催され、午後６時解散となりました。心から感謝申し

上げます。
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訃　報

謹んで哀悼の意を

表し、心からご冥

福をお祈り申し上

げます。

松 本 和夫様（川越西ＲＣ）
2004年７月５日ご逝去されました。（享年75歳）

1980年２月22日　入会（在籍24年）

会長（1986～1987）、地区役員（1987～1990）、ＧＳＥ、

国際親善

倉片國男様（所沢ＲＣ）
2004年７月７日ご逝去されました。（享年78歳）

1968年７月５日　入会（在籍36年）

会長（1986～1987）、地区大会実行委員長（1999～2000）、

他

ロータリー歴

ロータリー歴

牛窪栄吉様（川越ＲＣ）
2004年７月13日ご逝去されました。（享年82歳）

1970年１月13日　入会（在籍34年）

ガバナー（2002－2003年度）

ロータリー歴

我国近代化の祖、渋沢栄一翁は、天保11年（1840年）、現在の深谷市大字血洗島に生まれました。翁
の生家「中の家」の近くには「上の淵」と呼ばれる青々とした深い淵があったことから、栄一翁は、雅
号として「青淵」を名乗ったといわれています。
栄一翁は、生涯を通じて、「論語」の精神を重んじ、「道徳経済合一説」を唱え、各種産業の育成と多

くの近代企業の設立に努めました。設立した企業は、「第一国立銀行」を始め、500余に及ぶといわれて
います。
一方、社会福祉事業にも熱心で、「忠恕のこころ」（まごころと思いやり）を基本理念として、東京養

育院の設立をきっかけに、数多くの病院や学校づくりに尽力しました。また、国際親善にも寄与し、第
18代米国大統領グラント、インドの詩人タゴールをはじめ世界中の人々と幅広く交流しました。

今年度は、ロータリークラブ創立100年という大きな節目にあたる年度です。これからの21世紀、次
の100年をどう生きてゆくのか、我々の真価が問われると思います。政治、経済、教育、社会問題等々、
問題は山積です。“青淵翁の精神とロータリー”そんなことを思いながら、今年度、橋田ガバナー年度
の「月信」の毎号の表紙を作成してゆくことにいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
なお今後とも、資料、写真のご提供、考証、解説などについては、深谷ＲＣ、小内誠一郎パスト会長

ほか多数の方々、栄一翁を顕彰している深谷市役所など、関係機関のみなさまにお世話になる予定です。
この紙面をお借りして、深く感謝申し上げます、とともに、今後ともよろしく御指導下さいますようお
願い申し上げます。
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「ロータリー文庫」は日本
ロータリー50周年記念事業の
一つとして1970年に創立され
た皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文

献や視聴覚資料など１万９千余点を収集・整備し皆様の
ご利用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によ
るご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料につ
いてはコピーサービスも承ります。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備
えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介
を致します。

■ロータリーに関するいろいろ

◎「奉仕の一世紀　国際ロータリー物語」
デイビッドＣ．フォワード著；
日本語訳監修　菅野多利雄　2003 331P
〔申込先：R.I.日本事務局　TEL（03）3903－3194〕

◎「選ばれたる人」 佐藤千壽　2003 37P
〔申込先：呉R.C. FAX（0823）21－5692〕

◎「ＲＩの方針とプログラム等について考える」 2004 ８P
（第23回ロータリー・ゾーン研究会報告書　　オープ
ン・フォーラム)

◎「変えたいロータリー」 2004 13P
（D.2690地区大会　ガバナー補佐座談会）

◎「ロータリーの魅力」 深川純一　2004 12P
（D.2690地区大会　講演）

◎「夢をかたちに…行動するロータリー」 2004 16P
（D.2730地区大会　シンポジウム）

◎「21世紀の人間のニーズを満たすものとは」
今井鎮雄　2004 ４P
（D.2580地区大会　ＲＩ会長代理挨拶）

◎「あなたへのロータリーからの贈り物」
関場慶博　2004 ６P
（D.2500地区大会　特別講演）

◎「ロータリー財団の最新情報」 片岡暎子　2004 ７P
（D.2500地区大会　講演）

◎「ロータリーとボランティア」 相原次男　2004 19P
（D.2710地区大会　基調講演）
〔上記申込先：ロータリー文庫（コピー）〕

★ロータリー文庫★
〒105－0011 東京都港区芝公園2－6－3 abc会館 7 F
TEL（03）3433－6456 FAX（03）3459－7506
http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館：午前10時～午後 5 時　　休館：土・日・祝祭日
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月 
火 
水 
木 
金 
土 
日 
月 
火 
水 
木 
金 
土 
日 
月 
火 
水 
木 
金 
土 
日 
月 
火 
水 
木 
金 
 
 
日 
月 
火 

　 
公式訪問　熊谷西ＲＣ・妻沼ＲＣ 
 
 
 
 
 
ロータリー財団地域セミナー　高輪プリンスホテル 
 
公式訪問　羽生ＲＣ・加須ＲＣ 
 
公式訪問　入間ＲＣ・入間南ＲＣ 
ガバナー事務所夏季休暇　～17日迄 
 
 
青少年交換委員会　開講式　深谷市産業会館 
 
公式訪問　飯能ＲＣ・日高ＲＣ 
 
 
 
 
 
青少年交換学生サマーキャンプ（～26日） 
ＧＳＥ派遣団・帰国 
公式訪問　行田ＲＣ・吹上ＲＣ・行田さくらＲＣ 
 
ＧＳＥ派遣団・帰国報告会　埼玉グランドホテル深谷 
財団セミナー　深谷市産業会館 
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27 
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土 
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月 
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水 

木 

金 

土 

日 

月 
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木 
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土 

日 

月 

火 

水 

木 

公式訪問　熊谷東ＲＣ・熊谷南ＲＣ 

 

公式訪問　川越南ＲＣ・川越西ＲＣ・川越東ＲＣ・川越中央ＲＣ 

国際奉仕部門セミナー　場所　未定 

 

 

公式訪問　寄居ＲＣ・川本ＲＣ 

 

公式訪問　本庄ＲＣ・児玉ＲＣ・上里ＲＣ・本庄南ＲＣ 

 

公式訪問　朝霞ＲＣ・志木ＲＣ・新座ＲＣ・和光ＲＣ 

 

公式訪問　狭山ＲＣ・新狭山ＲＣ・狭山中央ＲＣ 

 

公式訪問　東松山ＲＣ・小川ＲＣ・東松山むさしＲＣ 

 

公式訪問　深谷ＲＣ・岡部ＲＣ・深谷東ＲＣ・深谷ノースＲＣ 

 

 

敬老の日 

公式訪問　秩父ＲＣ・皆野長瀞ＲＣ 

 

秋分の日 

 

 

 

公式訪問　朝霞キャロットＲＣ・志木柳瀬川ＲＣ・新座こぶしＲＣ 

 

公式訪問　坂戸ＲＣ・鶴ヶ島ＲＣ・坂戸さつきＲＣ 
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