
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［第3グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、

入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                     所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

第 1149回 ( 9月 12日)例会の記録  

 

点 鐘     益子伸明会長 

合 唱     四つのテスト 

第２副ＳＡＡ  田中会員 若松会員 

 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３２名 ３０名 96.55％ 93.33％ 

 

  会長の時間    

       益子伸明会長 

 『ロータリーの基本を振り返っ 

てみましょう ＆ 最近読んだ 

本のはなし』 

【基本理念】 

今日の会長の時間は、ロータリー及びロータリアン

の基本について話します。 

 ロータリーの基本理念は、ロータリアン共通の目的や

指針として長い年月をかけて形づくられたものです。

互いの関係や行動の土台として、世界中のロータリア

ンがこれらの理念を大切にしています。 

ロータリーの目的 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕

の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、

次の各項を奨励することにある。 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと。 

第 2 職業 

上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値

あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリ

アン各自の職業を高潔なものにすること。  

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業

および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践

すること。  

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 

四つのテスト 

ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚えておくべ

き 4つの問い、それが「四つのテスト」です。 

政治や宗教に関係なく、全ての人々の倫理的指針と

なるこのテストは、100カ国語以上に翻訳されています。 

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 

奉仕部門 

私たちはクラブ活動の土台となる 5つの奉仕部門を通

じて、地域社会や海外での奉仕に力を注いでいます。 

クラブ奉仕は会員同士の関係をはぐくみ、積極的な会

員増強計画を実行して活気あるクラブづくりを行うこと

です。 

 
 

週 報 
2017～2018年度  ＲＩ会長 イアン Ｈ．Ｓ ライズリー 

ＲＩのテーマ 『変化をもたらす』 
地区のテーマ 『RI 戦略計画を皆で一緒に実行しよう!!』ガバナー 細井保雄 
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国際ロータリー 

第２５７０地区 
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職業奉仕は、すべてのロータリアンが倫理と高潔さを

もって仕事にあたり、職業の知識やスキルを社会のニ

ーズ解決のために進んで役立てることです。 

社会奉仕は全てのロータリアンが地域の人びとの暮ら

しを豊かにし、より良い社会づくりに貢献することです。 

国際奉仕は、国際的なプロジェクトでボランティアをし

たり、海外のパートナーとの協同活動を通じて、平和と

相互理解を推進することです。 

青少年奉仕はローターアクト、インターアクト、ロータリ

ー青少年指導者養成プログラム（RYLA）、ロータリー

青少年交換などを通じて、青少年や若い世代の社会

人がリーダーシップ能力を伸ばせるよう支援することで

す。以上がロータリーの基本理念です。 

 

【バナナを逆からむいてみたら  ｱｰﾁｬﾝ･ﾌﾞﾗｰﾑ】 

「バナナを逆からむいてみたら」

という本（エッセイ？）を読んでみま

した。 

バナナには、ある秘密があって、ヒト

は普段は根の方（果柄）から剥くけ

ど、サルは先から剥くそうです。そ

のほうがはるかに楽に剥けるそうで

す。という出だしから、非常に短い文が続いてゆきます。

１章３話で、ある人が飛行機に乗り遅れた話になるの

ですが、そこから先に進めなかったのです。単純に作

者との相性の問題だと思いますが。今まで数多くの本

を読んできて、面白くない本はありましたけど、２０ペー

ジ程度で読めなくなった経験は始めてだったので、逆

に卓話として話してみました。 

内容的には中国の話で「人間万事塞翁が馬」（じんか

ん ばんじ さいおうがうま） 

「禍福は糾える縄の如し」（かふくは あざなえる なわ

のごとし）につながるような話です。 

要するに、人の幸福や不幸は予想のしようのないもの

であり、良いことばかりは続かないし悪いことばかりも

続かないのだから、目先のことで一喜一憂するもので

はない。ということです。 

この話、実はドラえもんのコミックスにもアニメにもなっ

ています。 

上記のような故事ではなく「サイオー馬」というタイトル

で上記の内容を 30センチ程の「サイオー馬」がのび太

君を蹴って戒め諭しています。 

 幹事報告                  浜野幹事 

・公益財団法人ロータリー日本財団より 田中京子様  

＄1,000（ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ）ご寄付のお知らせ 

・９月１９日（火） 緊急炉辺会合（会員増強・維持） 

・１１月１４日（火）、１５日（水） 家族同伴親睦旅行 

・狭山市交通安全対策協議会より 

 『秋の全国交通安全運動に係る広報啓発活動』 

・例会変更  新狭山ＲＣ 

・受贈会報  飯能ＲＣ 新狭山ＲＣ 所沢西ＲＣ 

・回  覧   ﾊﾞｷﾞｵだより ９月号、AAR ﾆｭｰｽ ９月号 

 

  委員会報告    

・ディスカッション・リーダー   沼崎会員 

来る１０月１０日は何の日ですか。 

細井ガバナーの公式訪問です。 

公式訪問ではガバナーからＲＩの方針をお話して頂く

と同時に、クラブの活動を説明し、御指導いただくとい

うのが主旨です。 

クラブの活動の説明についてはＲＬＩ方式による討論

会をするよう指示されています。 

元々クラブ協議会はクラブの活動について話しあう場

であり、ＲＬＩ方式で行うようＲＩから推奨されています。 

ところでＲＬＩ方式とは何だ？と疑問を持たれる方、忘

れてしまった方、初めて耳にする方がいらっしゃると思

います。ここで時間を戴きお話をします。 

私はＲＬＩ方式討論会のリーダーの資格者ですので今

回のディスカッションリーダーを務めることになってい

ます。 

まずリーダーを中心にＵ字に机を並べて１５人ほどの

チームメンバーが座る。メンバーの前には名札を立て

る。リーダーの出す課題について参加者は各自自由

に意見を述べ、記録係が記録する。 

最終の結論まで討論する必要はなく、色々な意見の

あることを参加者は共有し、お互いの考え方を認め合う。 

最後に記録者が発表する。 

今回のガバナー訪問時には①子供食堂への援助②

本年度のクラブの予算 の２項目を課題にしようと考え

ています。 

① は昨年の佐藤年度より始めたなかなか良い企画

で、益子年度に引き継いでいるものです。 



② は年度計画書に有りますが、皆さんきちんと読ん

でいますか。内容はなかなか難しい問題がありま

す。 

事前にトレーニングをするつもりですが、皆さんお考え

を整理しておいて下さい。 

誰もが発言の機会があり、黙っている事は許されない

のです。 

よろしくお願いします。 

 

｢外来卓話｣･････  

『My Rotaryについて』 

第２５７０地区  

マイロータリー推進特別委員会 

副委員長 西澤長次様 

皆様 今日は。私は地区 マイロータリー推進委員会

副委員長の西澤と申します。所属クラブは新狭山ＲＣ

です。 本日は宜しくお願いいたします。 

 まず、インターネットで出来る一例としては・・・「旅行

先の予約とか、最近のプリンターはスマホをかざすだ

けで印刷が出来ます。このときの設定と同じ感じで

す。」・・・ 

 本日の資料につきましては、お手元のパワーポイン

ト資料をご覧下さい。此方の画面共々進めて参ります。  

 これからお話しすることは、新しくインターネットに接

続設定をするのとほぼ同じ要領です。余り難しく考え

ないで下さい。 

 狭山中央ＲＣ様は、現在、会員数３２名 My Rotary

登録者５名、My Rotary未登録者は２７名、ＲＩにメール

登録していない方は８名です。 

 細井ガバナーは地区目標の４番目に会員皆様の

My Rotary への登録を推奨する事を目的としておりま

す。世界ブランドである共通の取り組み、そして細井

ガバナーは「ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう？」

とメッセージを出しております。 

 ロータリー戦略計画の優先項目は「クラブのサポート

と強化」「人道的奉仕の重点化と増加」です。またｶﾞﾊﾞ

ﾅｰ月信８月号から会員の出席率及び会員数の表に

マイロータリー登録者、報告の表示項目が増えました。 

つまり、今後は全クラブに狭山中央ロータリークラブ様

の達成状況が報告されるということです。 

 My Rotary に登録をすると、会長テーマと会長賞パ

ンフレットをダウンロードできます。クラブ運営Ｑ＆Ａを

見ることもできます。 

また、規定審議会資料／標準ロータリー定款／ロータ

リー細則見本等をダウンロードできます。 

 クラブの目標を立てて達成するように、My Rotary へ

登録して頂き会長賞を取得して頂きたいと思っており

ます。登録をすると、クラブのロータリアンは誰でも、目

標に向けた進捗をいつでも確認できます。 

 情報入力により世界全体のロータリー活動内容も把

握できます。 

My Rotaryに登録をすると．．．．． 

このようなメリットがあります。 

○地球に優しい方法 これまでの報告書のように紙を

使うことなく、地球に優しい方法でクラブ活動計画を立

てることができます。 

○リーダーシップの継続性 

 前年度のクラブ目標や達成状況を確認することがで

きるので、クラブリーダーが毎年交代しても一貫したク

ラブの取り組みが可能になります。 

○会長様には、会長の時間のＱ＆Ａを見ることが出来

ます。また、ＲＩ会長テーマ。ロータリーのデーター書

庫もダウンロードできます。 

そして、登録をすると更に 

○ロータリークラブ・セントラル 

○ロータリーショーケース 

○ロータリーアイデア応援サイトなど、ロータリアンに

必要不可欠な情報を得ることができます。 

クラブ会員様は 

○クラブの目標に向けた進捗をいつでも確認でき、デ

ーターをもとに現実的な目標を見て、活動の軌道修正

をすることができます。 

○クラブ会員様は誰でも、クラブの目標を確認すること

が出来ます。 

○情報入力により世界全体のロータリー活動の活動を

把握出来ます。  

 今までは、世界各地のクラブ奉仕プロジェクトについ

て情報を提供するシステムがありませんでしたが現在

はロータリークラブセントラルで情報確認できます。 

 まず、My Rotary ロータリ画面に入るためにはヤフー、

ｸﾞｰｸﾞﾙその他何でも良いのですが検索をして下さい。 

 たぶん一番上（トップ）に My Rotary が表示されると

思います。カーソルを乗せてクリックして下さい。 



 すると、このようなウインドゥ画面が出てきます。「アカ

ント登録」をクリックします。  

 My Rotaryに登録するにはＥメールが国際ロータリー

のデーターベースと「完全に一致」しないとロータリー

の会員で無いと判断されてします。 

 つまり、ロータリアンを装った一般人と判断してしまい

ます。 

また、Ｅメールと ID を 2 回以上失敗すると会員で無い

と判断されてします。失敗した場合は 24 時間後に再

登録をしてください。 

 アカント登録の前に自分の(ローマ字)氏名、メールア

ドレスを予め調べて置くことが必要です。分からない場

合は事前に現会長・幹事もしくは事務局で調べておく

必要があります。 

「続ける」の後、このようなウインドウ画面、市町村、郵

便番号、その他のＥメールアドレスの画面が出た場合

は「続ける」をクリックしないで入力を中止して下さい。 

 ここで「続ける」を押してしまうと国際ロータリー日本

事務局に取り消しの手続きをしなければならず非常に

難しい問題が発生してしまいます。 

 「続ける」の後、先ほどのようなウインドウ画面、市町

村、郵便番号、その他のＥメールアドレスの画面が出

た場合の再設定方法は、もう一度氏名はローマ字で

入力されているかどうか？ メールアドレスは半角英数

で合っているかなどの確認をして下さい。 

○名前をﾛｰﾏ字入力はしたが全角で入力してしまった。 

○Ｅメールを半角英数で入力はしたがＲＩ会員ﾃﾞｰﾀｰ

上の綴りと異なっている。などが考えられます。 

 

 以上もちまして、My Rotaryアカント登録入力方法に

ついてのご説明を終了させて頂きます。 

狭山中央ロータリークラブの全会員様が是非 My 

Rotary に登録して頂きたくお願いを申し上げて終了と

させて頂きます。本日はご静聴、誠に有り難うございま

した。 

 

 

 

 

新狭山ＲＣ 西澤長次様 本日はマイロータリーでお

世話になります。全員登録出来ます様に。

宜しくお願い致します。 

益子君 新狭山ＲＣ西澤様、本日はお忙しいところ有

難うございます。宜しくお願い致します。 

浜野君 新狭山ＲＣ会長エレクト西澤長次様、本日は

ようこそお出でくださいました。卓話楽しみに

しています。宜しくお願い致します。 

江原君 国際ロータリー第２５７０地区２０１７～１８年度

マイロータリー推進特別委員会副委員長で

いらっしゃる、新狭山ＲＣの西澤長次様、お

忙しい中ようこそお出で下さいました。本日

の卓話の時間を宜しくお願い致します。 

稲見君 新狭山ＲＣ西澤長次様、今日はようこそお出

で頂きました。御指導宜しくお願いします。 

小島君 新狭山ＲＣﾏｲﾛｰﾀﾘｰ推進特別委員会副委員 

長 西澤長次様、ようこそお出で頂きました。 

卓話 宜しくお願い致します。 

松浦君 新狭山ＲＣ西澤長次様、ようこそいらっしゃい 

      ました。宜しくお願い致します。 

小澤君 新狭山ＲＣ西澤様、今日の卓話楽しみにして 

おりました。宜しくお願い致します。なお、田 

中会長に宜しくお伝えください。 

佐藤君 本日は兄弟クラブの新狭山ＲＣ 西澤長次様、

ようこそお越し下さいました。外来卓話、宜し

くお願い致します。 

清水君 本日の外来卓話の新狭山ＲＣ西澤長次様、

お忙しい中有難うございます。宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

◆次の例会 

9月 26日（火） 12：30～13：30 

       第二副ＳＡＡ ： 江原会員 古谷会員 

       クラブ協議会 ： Ｇ公式訪問リハーサ 
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