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※出席報告
会員数
30 名

出席者数
25 名

出席率
92.59 ％

前回修正
-

会長の時間

東 美栄 会長

『クラブ協議会』
11 月になりました。2019-2020 年度の 3 分の 1 が終わ
りました。来月には年次総会としてのクラブ協議会が
控えています。ちなみに「クラブ協議会」とは何でしょ
うか。
ロータリーには協議会（アセンブリー）が 3 つあります。
① 国際協議会（International Assembly）
② 地区協議会（District Assembly）
③ クラブ協議会（Club Assemblies）
協議会の中で各クラブが独自に開催するものが「クラ
ブ協議会」です。日本語ではわかりづらいのですが
「クラブ協議会」のみ Assemblies と複数形です。クラブ
協議会は「理事会」とどこが違うのでしょうか。まず理
事会の参加者は理事のみです。「クラブ細則」による
と理事会の構成メンバーは①会長 ②会長エレクト

例会の記録

③幹事 ④会計 ⑤直前会長の 5 人です。当クラブは
副会長とＳＡＡも加わり、さらに 9 人の委員長が加わる
大所帯です。東京ロータリークラブの理事会も 16 名
で構成されているそうです。クラブの重要事項を決定
する大切な機関です。
一方、クラブ協議会の参加者は全会員です。開催の
頻度はクラブごとに異なりますが 4～6 回の開催が奨
励されています。内容は各クラブの判断に任されます
が開催の時期や主な内容は概ね次の通りです。
① 新年度が始まる前、次年度のための地区協議会
の後に開催。次年度の RI および地区の活動方
針の内容を報告し協議する。併せて会長エレクト
が自身の年度のクラブ運営の方針を発表する。
② 新年度の開始直後に開催。各奉仕部門および
各委員会が活動計画を発表し協議を行う。
③ ガバナー公式訪問前に開催。ガバナー補佐同
席のもとに開催し、様々なテーマで協議を行う。
ガバナー補佐はガバナーに対してクラブの活動
状況を報告する。
④ 上半期末に開催。各奉仕部門および各委員会
の上半期中の活動の総括を行い、下半期の活
動計画について協議する。
⑤ 下半期の中頃に開催。各奉仕部門および各委
員会の活動状況の再チェックを行なう。
⑥ 年度末に開催。次年度の役員・理事・委員長と
合同で開催し、本年度活動の総括と次年度への
引継ぎを行なう。
「クラブ協議会はクラブ全体の活動状況を会員全員で
話し合う場、会員のクラブ活動への参画意識を高める
場、会員の教育の場でもあることが望まれる」と記載さ
れています。さらに「クラブ協議会開催の際には、ガ
バナー補佐やガバナー補佐エレクトに出席を要請し、
クラブ活動全般についての指導を受けること」と。ちな
みに本日はガバナー補佐の徳永眞澄様にお越しい
ただいておりますがクラブ協議会はございません。

さて、ここで気が付くのは「協議会」というのは「話し合
いの場」だということです。翻って狭山中央ロータリー
クラブの「協議会」は少々違うように感じます。一方的
に発表がなされるのみで、発言者以外は黙って聴い
ているだけ。これでは協議会ではなく講演会です。さ
らに、奨励されている 6 回の協議会を順を追ってみて
いると極めて重要な「ある事」に気付きます。
「クラブの年度というものは、その年度ごとに完結、独
立しているものではない」という事。①のクラブ協議会
の「会長エレクト」と「会長」は②~⑥では年度が変わり
「会長」と「直前会長」です。そこには次年度の会長が
新たな「会長エレクト」として参加しています。すべて
の年度が前年度、次年度と密接に繋がりながら運営
されていく。「そんな事、わかりきっているよ！」とパスト
会長の皆様からお叱りを頂きそうです。
…来月。狭山中央ロータリークラブは会長エレクト未
定のまま「年次総会としてのクラブ協議会」を開催しま
す。

Ｒ財団への寄付者（9 月）に
認証状と襟ピンを贈呈

吉松孝吉会員 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ Pin+1
東 美栄会員 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ Certificate+Pin
江原伸夫会員 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ Pin+2
＊徳永ガバナー補佐より贈呈していただきました！

本日のお客様紹介
< 佐々木康 副会長 >
国際ロータリー第 2570 地区
第 3 グループガバナー補佐
徳永真澄 様
新所沢ロータリークラブ
前会長
中川 潤 様

医療法人尚寿会理事長 寶積英彦会員より

『尚寿会フリーマーケット』の報告と御礼

幹事報告
< 菊田邦彦 幹事 >
・10/24 の読売新聞に「ポリオ根絶」を訴える
広告が掲載
・赤い羽根共同募金の協力要請のお知らせ
・東会長が事務局に“掛け時計”と“湯沸しﾎﾟｯﾄ
を寄贈
・2011-12 年度米山奨学生
グェン・トウイ・ズオンさん
（ベトナム出身）から
カステラをいただきました。
・受贈会報 所沢西ＲＣ
入間ＲＣ
所沢中央ＲＣ 所沢東ＲＣ（更新）
・回
覧 飯能ＲＣ例会変更
入間ＲＣ
〃
入間南ＲＣ 〃
所沢ＲＣ
〃
所沢中央ＲＣ〃
ハイライトよねやま 235 号（更新）

先月の 19 日(土)、２年越しの『尚寿会フリーマー
ケット』を無事行うことができました。当日は小
雨がぱらつき心配しましたが、スタッフの心強い
言葉に励まされ頑張ることができました。
皆様にもたくさんのご協力をいただきました。
心より感謝申し上げます。
来年もまた開催致しますので、何卒ご協力くださ
いますよう宜しくお願い致します。

委員会報告
・親睦活動委員会
< 渡邉髙治 委員長 >
11 月記念日のお祝い
会員誕生
渡邉君
栗原(成)君
・社会奉仕委員会
< 浜野貴子 委員長 >
10 月 19 日（土）尚寿会フリーマーケット
の報告と御礼

■■■■■■

卓 話 ■■■■■■

国際ロータリー第２５７０地区
第３グループガバナー補佐

徳永眞澄

様

嘘をついていないかが重要！
好意と友情を深めるか
相手の気持ちを考えて行動することが極めて重
要！
みんなのためになるか
視野を広く持ち視点を変えて“みんなのためにな
る”ことを考えることが重要！
＿＿＿＿＿＿誰でも使えるなぞかけ＿＿＿＿＿＿
 狭山中央ロータリークラブ
とかけて
満塁ホームラ２本
と解く
その心は
「はってんまちがいなし」
（８点違いなし）
（発展間違いなし）



狭山中央ロータリークラブに補佐訪問に来た
とかけて
恋人からプレゼントされたセーター と解く
その心は
「またきたくなる」
（また来たくなる）
（また着たくなる）


＜略歴＞
昭和 30 年
昭和 56 年
昭和 61 年
平成 4 年
平成 6 年
平成 7 年
平成 18 年
平成 22 年
平成 24 年
平成 25 年

熊本で出生
早稲田大学法学部卒業
検事任官
弁護士登録 田島法律事務所に勤務
徳永法律事務所開設
新所沢ロータリークラブ入会
埼玉弁護士会副会長
埼玉弁護士会川越支部支部長
新所沢ロータリークラブ幹事
新所沢ロータリークラブ会長

＜自己紹介＞
小さいころから気が弱く、それは今でも変わらず
で、ガバナー補佐も気弱さからつい承諾してしま
いました。女性も男性も得意ではなく、色黒なの
で目立たないのですが赤面症です。

11 月 12 日はガバナー訪問だ
スギ花粉
その心は
「まちにまっていました」

とかけて
と解く

（待に待っていました）
（街に舞っていました）

＿＿＿＿＿＿＿＿トランプ手品＿＿＿＿＿＿＿＿

学びの楽しさを例会で実践し心をつなぐ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
＿＿_＿＿＿＿女性会員増強について＿＿＿＿_＿
女性が入会しても退会しないようにするには・・・
（女性会員を奥様に例えて）
話しをよく聞く。1 言ったら 10 を聞く、2 言った
ら 40 を聞く、3 言ったら 90 を聞く。
そして不用意な事を言わない事が大切！
＿＿＿＿＿＿４つのテストについて＿＿＿＿＿＿
真実かどうか
真実には“証明できる真実”と“証明できない真
実”がある。
“証明できない真実”は嘘とみなして
よいのか？

＊＊ダジャレや冗談を交えながらお話しいただきま
した。徳永ガバナー補佐の優しいお人柄がとてもよ
く分かる話口調に、会員の緊張も解れ、笑いの絶え
ない和やかな補佐訪問でした。
バイオリンや手品もお見事でした！
本日は、お忙しい中お越し頂きありがとうございま
した。心より御礼申し上げます。

定例理事会（例会終了後）

新所沢ＲＣ直前会長 中川潤様
本日はお世話になります。宜しくお願
いします。
東君
2570 地区ガバナー補佐 徳永眞澄様、
新所沢ＲＣパスト会長 中川潤様、よう
こそいらっしゃいました。
菊田君
ガバナー補佐 徳永眞澄様、新所沢ＲＣ
パスト会長 中川潤様、ようこそいらっ
しゃいました。本日はよろしくお願い
します。
浜野君
国際ロータリー第 2570 地区第 3 グルー
プガバナー補佐 徳永眞澄様、ようこそ
お越し下さいました。本日は宜しくお
願い致します。
寶積君
インフルエンザの患者さんが散見され
る様になりました。皆様体調管理には
十分お気をつけ下さい。第 3 グループ
ガバナー補佐 徳永眞澄様、本日は御多
忙の中当クラブへようこそいらして下
さいました。感謝致します。
稲見君
徳永眞澄第 3 グループガバナー補佐、
今日はようこそ狭山中央ＲＣへおいで
下さいました。よろしくお願いします。
小林君
青空の下、ガバナー補佐と新所沢ＲＣ
の中川様をお迎えできまして嬉しゅう
ございます。
栗原(成)君自分では若いと思っていたのに、来年
は後期高齢保険になります。体力、知
力を保つのに必死です。
益子君
ＲＩ2570 地区第 3 グループガバナー補
佐 徳永眞澄様、本日はお世話になりま
す。今後ともご指導のほどよろしくお
願いします。
沼﨑君
徳永ガバナー補佐、ようこそいらっし
ゃいました。よろしく御指導下さい。
佐々木君 第 2570 地区第 3 グループガバナー補佐
徳永眞澄様、新所沢ＲＣ直前会長 中川
潤様、本日は当クラブへようこそおい
でくださいました。ご指導のほど、よ
ろしくお願い致します。
清水(武)君徳永ガバナー補佐、よろしくお願いし
ます。
渡邉君
ガバナー補佐 徳永眞澄様、ようこそお
出で下さいました。宜しくお願い致し
ます。又、誕生日祝いも頂き有難うご
ざいます。

・12 月、1 月のプログラムについて
・11 月 14 日(木)日帰り旅行について
参加者 24～25 名予定
参加費 ￥12,000
・2020～21 年度米山記念奨学生の受入について
・次期役員選出について

◆ 次の例会 ◆

11 月 19 日（火）
例会臨時変更
14 日(木)日帰り旅行に例会振替
11 月 26 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）

