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-

会長の時間

例会の記録

も、地区の半数以上が毎週開催ではなくなってい
る現状を踏まえて致した次第ではございますが、寂
しい想いをされている方も少なからずいらっしゃるこ
とだと思います。
この点も東年度で検討して頂ければと思っていま
す。仕事優先とはいえ、役目を頂けばやはり頑張ら
なければと思ってしまうのも現実だと思います。
――――朝日新聞より掲載記事の紹介――――

「ＰＴＡ役員の決め方 妙案は」
清水 幸彦

会長

本日クラブ協議会で東年度の年次総会が行われま
す。今回東会長エレクトは大変ご苦労をされました
ので、予定通り総会が行われることにほっとしており
ます。
近年は地区役員の方々も決定が遅れ遅れの傾向
で、先日第 3 グループの会長幹事会がありましたが、
まだ 2570 地区のガバナーエレクトが決まっていな
いとのことでした。第 3 グループのガバナー補佐は
輪番制が確立されそうな雰囲気です。
当クラブにおきましても、このままの状態では毎年
難儀するのではと危惧しております。会員増強がＲ
Ｃのメインテーマになってから、年々クラブの在り方
も変化しているように思われます。
炉辺会等コミュニケーションの場を増やし、意思の
疎通を図ることが大切だと感じます。
今年度、月一回程度の例会減を提案致しましたの

各地で始まっているＰＴＡの来年度役員選出。役員
になると、会議や学校との打合せ、イベントの準備
や役所主催の研修会への出席など、多少の違い
はあるが結構な負担だ。自薦他薦で選出するのだ
が毎年なかなか決まらず、押しつけあいになったり、
くじ引きで強引に決めたり。ＰＴＡは任意のボランテ
ィアなので誰かに役員を強制するものではないは
ずだが、皆それぞれに出来ない事情や理由があっ
てすんなりと決まらないのが常となっている。
これまで“学校と別組織の任意団体”という理由でＰ
ＴＡに介入しなかった教育委員会が改善を助言す
る動きもあるようだ。
あるＰＴＡでは、なり手が足りないのなら業務を見直
して役員数を減らすべきとの多くの意見を受け、選
考方法の見直しや活動の効率性のチェックなどを
検討しはじめている。時間はかかると思うが、多くの
人が負担なく参加できる方法を模索するきっかけ
にしたいと言っている。
―――――――――――――――――――――
・・・・と、どこも役員選出に苦労しているようです。
先週小幡パスト会長がおっしゃったように、全員が
協力し合う事が何よりも大事だと思います。
皆様、宜しくお願い致します。

本日のお客様紹介
< 菊田邦彦 副会長 >
青少年交換委員会委員長 中島洋志 様
交換留学生 アクセル 様

委員会報告
・親睦活動委員会（若松委員長）
12 月記念日のお祝い
会員誕生
吉松君
小幡君
奥富君
佐々木君
夫人誕生
松浦様
結婚記念
高田君
田中君

クラブ協議会
< 東美栄 会長エレクト >

土曜日からホストファミリーが変わりました。
．．．
今は小手指のあそうさんの家に住んでいます。
皆優しいです。
学校は難しいけど授業がだんだんわかるように
なってきたので頑張ります。
帰るときは日本語検定を受けたいので頑張って
勉強します！
東美栄会長エレクトより 2019-2020 年度役員の発
表がありました。

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・年度計画書 会員名簿訂正版配布
・12 月 18 日(火)家族同伴夜間例会の出欠調べ
・1 月 20 日(日)第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭについて
・年会費(後期分)の納入のお願い
・受贈会報 所沢ＲＣ
所沢中央ＲＣ
所沢西ＲＣ
・回

覧 青少年交換委員会より
「派遣学生 10 月次報告書」
一般法人比国育英会バギオ基金より
「2017 年度事業報告書」
入間ＲＣ例会変更のお知らせ
新所沢ＲＣ 事務所移転のお知らせ
所沢中央ＲＣ
〃
飯能ＲＣ 事務所移転に伴う
メールアドレス変更のお知らせ

2019-2020 年度役員・理事
会

長： 東

美栄

幹

事： 菊田 邦彦

ＳＡＡ： 小林奈保絵
会

計： 益子 伸明

その他は決定次第順次報告させていただきます。

経験上お勧めの役職
副ＳＡＡはニコニコを読み上げるとても楽しい役
職です。ニコニコを読むときに必ず肩書きをお読
みするので、どんな役職があるのか、誰がパスト
会長なのかなど、ロータリーの組織を学ぶことが
できます。
Ｒ情報・雑誌委員会長はロータリーの友を毎月紹
介する役職です。ロータリーの友に目を通すこと
で様々なロータリー活動を知ることができ、わか
らない事を調べることでロータリーをより深く理
解することができます。
この２つの役職は、ロータリーを知りたいと思っ
ている方にはとてもお勧めのポジションです。

私達のクラブは非常に柔軟
私は 2002 年の 7 月に入会しましたが、当時の例会
場ではどのテーブルにも灰皿があり会場は紫煙が
漂っていました。煙草をたしなみながら食事・例
会をするのが当たり前の時代でした。
しかし、2004 年に妊娠した際、当時の会長にその
ことを報告した直後、例会場から灰皿が消えてい
たのです。私の妊娠をきっかけに、そして全会員
の健康のことを考え禁煙にしたそうです。ととて
も嬉しい出来事でした。
清水年度では毎週あった例会の回数が減りました。
問題が起きた時には、皆で考え、話し合い、柔軟
に対応することができることはとても素晴らしい
ことです。今後も、それを引き継ぎいい方向に進
んでいきたいと考えます。

是非行いたい事
家族同伴の一泊旅行を日帰り旅行に変更させてい
ただきたい。伝統的に行われてきた一泊旅行です
が、日帰りならと思う方ももしかしたらいるので
は．
．
．
．これが定着するかは別として東年度は楽し
い日帰りを考えています。
社会奉仕では、理化学研究所の見学が強く記憶に
残っており、宇宙や科学に関係のある見学会を企
画したいと思います。また、食にかかわる、命に
かかわる【子供食堂】は今後も継続していきたい
と考えています。
役員選出方法を皆で案を出し合い、新しいよりよ
いルールを作っていきたいと考えています。

年度応援させていただきます。地区青
少年交換委員長中島様、留学生アクセ
ルさん、ようこそいらっしゃいました。
松浦君
主人の誕生日祝いありがとうございま
す。
小幡君
今日 74 才の誕生日を迎えました。気持
ちは未だ 64 才です。ジム、ゴルフ年間
100 ラウンドプレーを目指して体を鍛
えています。
奥富君
誕生祝いありがとうございます。
柴田君
来年度の東年度、小生も協力しますの
で頑張ってください。
清水(武)君早退させて頂きます。
高田君
結婚記念日のお祝いありがとうござい
ます。来年で 50 年になります。特にコ
メントはありません。
田中君
結婚記念、祝って下さりありがとうご
ざいます。
吉松君
80 才になりました。今後共末永くお付
き合いください。

定例理事会（例会終了後）
・1 月、2 月のプログラムについて
・会長・幹事会の報告
ＩＭ・ｶﾞﾊﾞﾅｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐について
・12 月 18 日(火)家族同伴夜間例会について
・1 月 29 日(火)市内２ＲＣ新春合同例会について

◆ 次の例会 ◆

最後に
「ロータリーにＮＯはない」
この言葉を今一度思い出してください。

中島様（青少年交換委員会委員長）
お世話になります。
清水(幸)君東エレクト、本日のクラブ協議会よろ
しくお願い致します。
佐々木君 お誕生日のお祝いありがとうございま
す。
江原君
清水会長、東会長エレクト、本日のク
ラブ協議会をよろしくお願い致します。
寶積君
師走に入り寒さが増しました。インフ
ルエンザワクチンは本年もやや不足し
ておりますが、インフルエンザの患者
さんは散見されております。日々御多
忙でしょうが、皆様くれぐれもご自愛
ください。
益子君
本日のクラブ協議会、東エレクトの次

12 月 18 日（火）
例会臨時変更
クリスマス＆年忘れ家族同伴夜間例会
12 月 25 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）
1 月 1 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）
1 月 8 日（火）
第二副ＳＡＡ：奥富会員 柴田会員
外来卓話：寄席
狭山ヶ丘病院理事長
守屋朝夫様

