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ロータリーを高めよ

思いを尽くし熱意を尽くし

パウロＶ,Ｃ・コスタＲ､１.会長

滝趨

ＯＫＡＢＥＷＥＥＫＬＹ
会長吉田守副会長伊藤捷雄幹事青木秀雄

Office:C/bSaitama-BankOkabe2F2627-1，ohaza-Oka,Okabe-machi,Ohsato-

gm,Saitama-kenJapan369-O2，ｐｈｏｎｅＯ４８５－８５－３０６５

第６０８回例会の記録No.２７平成３年３月６日㈱

司会：渡辺ＳＡＡ副委員長

点鐘：１２:30～13:3０（吉田守会長）

ソング：「君が代」「奉仕の理想」

お客様：鄭夏益君（米山奨学生）

本年度のターゲット・四つのテスト唱和：

リーダー木村会員
●ｰ画一“ｰ画●唾争画一唾一ｍ●画＝画一の

会 長報告吉田守会長
⑨●ロー画一国争画一四一画一画一画一四一⑥

先日３月３日の岡部ロータリークラブ杯

争奪少年サッカー大会の予選会には、前日

と２日間に渡って、又風の中会員の皆様に

おかれましては大変ご苦労様でした。又そ

の折パウロＶ,Ｃ､コスタＲＩ会長の要望通り

立派な「平和に捧げる時」の式典を挙行す

る事が出来ました。又青木幹事のはからい

で毎日新聞に大きく掲載されました。岡部

ロータリークラブの広報の面から見ても、

又「平和に捧げる時」の式典の写真をＲＩ

会長に送る事から見ても大変良かったと思

っております。これも会員皆様方の協力の

賜と感謝申し上げます。決勝戦の９日10日

も前回に増して大勢の参加をお願い申し上

げます。

次に日豪青年相互訪問派遮団員の吉田直

美が３月１１日より４月３日迄西オーストラ

リアのパースヘ行って来ます。当クラブで

お世話したエマ・ケピー宅へお世話になる

そうです。申し遅れましたが舘野国際奉仕

委員長のはからいでエマ・ケビーと吉田直

美が茂木町長を表敬訪問をしている写真が

岡部広報に掲載されました事をご報告申し

上げます。

最後に先日の夜間例会の時に吉田増強委

員長が申した様に、当クラブでは３月を特

別に増強月間とするとの事ですので、先に

決められた増強班長さんは今迄に自分の班

からあがってきた人達をもう一度検討し直

して戴きたいと思います。よろしくお願い

致します。
ｅ●画一画争画一画一、ｰ画一四壱画一口－０

幹 事報告青木幹事
●＝画一画●唾一画一画争画●画一ロー画一の

＜来信文書＞

①ガバナー事務所より、(1)リサイクル情報

整備に係る調査について、埼玉県のクリー

ン・リサイクル埼玉県民運動に伴う「リサ

イクル活動調査票」の依頼。(2)森インカミ

ングガバナー激励会についての案内、参加

申込書。日時：６月３日、会場：メキシコ

－１－



シティ市内のホテル、会費：10,000円。

②日本ポリオプラス委員会より、ポリオプ

ラス記念テレホンカード終結のお知らせ。

４月30日を以って終結、要望の多いNQ1～

NbL10まで10枚１組の注文申込書が送られて

います。

③国際ロータリー日本支局より、(1)ロータ

リー財団ポリオ・プラス補助金（1990年１１

月現在）の一覧表。(2)ＲＩ会長パウロ・コ

スタの行動要請文、生態環境保全と平和。

(3)ザ・グリーンウエーブの４月号。(4)情報

抄録（クラブ会報編集者への情報）(5)会長

幹事への情報（ＲＩニュース）

④埼玉県環境整備課より、リサイクル活動

調査への協力のお願いと、リサイクル活動

調査票。

⑤埼玉県アイバンク協会より、目の不自由

な人のために愛の光をのパンフレットと賛

助会員加入のおすすめ、献眼登録のおすす

めの加入申込書。眼球提供承諾書。

⑥埼玉県暴力追放、薬物乱用防止センター

より、センターだより。暴力団犯罪等の事

例集。

⑦例会変更、川本ロータリークラブ、３月

12日→３月13日ＰＭ５:00於ひさご（寄居ク

ラブとの合同例会のため）

⑧会報、川本ロータリークラブ。
ｇや画争ロー画●四●、ｰ国●国や画一画一Ｏ

委 員会報告
●●画●画一国や画争四や画一四壱画争露●⑥

★ 出席委員会斎藤委員長

出席16名ＭＵ７名出席率82％

★スマイルＢＯＸ委員会河田委員長

吉田守：今日は啓塾です。虫も土の中から

頭を出す時が来ました。当クラブも30名

の壁を破り頭を出す３月が来ました。皆

様のご協力よろしくお願い致します。

小口：過日のサッカー大会には会員皆様の

協力を頂き、誠にありがとうございまし

－２－

た。３月10日は最終日ですのでお忘れの

ない様、参加協力をお願い致します。

臼杵：先日のサッカー大会は、大風の中で

皆様ご苦労様でした。選手の真剣なプレ

ーに感激致しました。本日は所用の為中

座させて頂きますのでよろしくお願い申

し上げます。

河田清：深谷ロータリークラブの割箸を使

わない事、すぐ私達にもできる環境保護

と思えます。岡部でもどうでしょうか。

★増強委員会吉田恒委員長

来る３月10日サッカー大会後の反省会の

席で増強について皆さんと打合せをしたい

と思いますので全員の参加をよろしくお願

い致します。尚今月は増強月間ですので各

班長さんは各班の意見をまとめて下さい。

★青少年委員会小口委員長

皆さんのおかげで３日のサッカー大会に

おいては大盛況に開会できたと思われます。

しかし反省する点もいくつかありますが、

来る９日（設営）１０日（大会最終日）には

より一層の参加協力をよろしくお願い致し

ます。尚来る３月27日の子供サミットにお

いて映画を上映する訳ですが、皆さんの手

元にプリントを配らせて頂きましたがその

中から検討して頂きたいと思います。

★親睦委員会水野委員長

春の家族研修旅行についてですが、先日

の理事会において検討したものをプリント

してありますので今日中にとりまとめたい

と思いますのでよろしくお願い致します。

★米山奨学生鄭夏益君に最後の奨学金

贈呈。

★鄭夏益君お礼の挨拶（要旨）

皆さんこの１年間ほんとうにお世話にな

りまして、ありがとうございました。この

奨学金を頂く事で、この１年間勉強に打ち

込むことが出来ました。そして無事卒業す

、

、
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る事が出来、いよいよ社会人になる訳です

が、皆さんから頂いた行為に対し立派な社

会人になる事で恩返しをしたいと思ってい

ます。ありがとうございました。

★２月の結婚祝：記念品贈呈水野委員長

木村会員・尾熊会員・神尾会員・吉田守

会長、以上の方々です。おめでとうござ

いました。
｡ｰ画●四争画●四一画争一Ｇ画争画●国字画一⑤

ク ラブフォーラム吉田守会長
｡●四一画争画一国●画一画●ロー画一画一画一⑥

３月は岡部クラブの増強月間ですので、

吉田委員長を中心に更に増強できますよう

に皆さんのご協力を宜敷くお願いします。

会員増強について吉田恒委員長

1990～91年国際ロータリー・パウロＶ,Ｃ，

コスタ会長は奉仕活動の目標として「ロー

タリーを高めよ」－思いをつくし熱意をつ

くし一と云う素晴らしいテーマを、又ＲＩ

第257地区飯野行雄ガバナーはＲＩ会長の

ターケットを推進する立場から、'明るく楽

しい親睦で培った活力をバランス良く意義

深い奉仕に〃を提唱され、奉仕活動によっ

て自分を研讃し思いやりのある心の温い人

間でなければならない。そのためには自ら

の職業の尊厳を守り且つ地域社会に超我の

奉仕により地域の方食から信頼と期待され

るロータリークラブであらねばならない。

……中略．．…．

明るく楽しい生き生きしたクラブを皆ん

なの手で構築しようではありませんか。ク

ラブ発展のためにもロータリアン各灸が会

長の立場、会員増強委員の立場に立って活

動することであり広報することであり、ロ

ータリーを勉強することが確実性の高い近

道と考えます。

そこでクラブとして、一ロータリアン個

人として、複数のロータリアンとして取組

桑方を幾つか挙げて糸よう。

－３－

①本年度の会員数35名を脳裡に銘記するこ

と

②例会で職業分類委員会と協力して未充填

職業分類を発展すること

③適格の候補者の氏名を決定し、クラブ会

員に連絡に当たらせること

④クラブ協議会でグループ討論し発展を要

望すること

⑤随時会員増強月間を設け、各班長さんか

ら報告をうけ皆でバックアップすること

⑥新事業所の進出を一早くキャッチし、会

員増強委員会に連絡してもらうこと

⑦アデショナル会員の発掘に真剣に取組む

こと

③地域社会の適格の人を入会させるために

効果的な広報活動をすること（ロータリ

ークラブに魅力をもたせるためにも）

最後に、会員増強活動は会員増強委員会

だけの独り歩きで絶対に出来ない。何故な

らばロータリークラブと他の奉仕クラブを

区別出来るのは職業分類の原則があるから

である。職業分類は地域社会における事業

及び専門職業界の断面図であるから－．

又会員選考委員会との相互関係を明確に理

解しておかねばならない。何故ならば、人

格、奉仕の意欲、社会的地位など個人的面

から被推薦者の資格条件を調査し、クラブ

理事会に報告していただくことになってお

り、特にこの３委員会のチームワークは非

常に大切であると思います。

改めて声を大きくしてお願い申し上げま

す。新会員を探すという一人一人の責務が

課せられているということを肝に銘じてい

ただきたい。そして各班長さんを先頭にし

て何れの班が最優秀班でありましたと云う

大きな功労賞を手中にされますよう、より

一層のご協力をお願い申し上げまして終り

とさせていただきます。
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第４回岡部ロータリー杯争奪少年サッカー大会開催される

（湾岸戦争被災者のチャリティー）
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期日：平成３年３月３１．１(日)・１０日旧）

会場：本郷小グランド、山河グランド

参加チーム：１６チーム

３月４１１（月）毎日新聞に掲載の記事

湾岸戦争被災者のチャリティーサッカー

岡部

第４回岡部ロータリークラブ杯争奪少年

サッカー大会（Ii1クラブ主催、岡部町教育

委員会後援）が３口、同町山河の町常グラ

ウンドと町立本郷小学校で開かれ、１６チー

ムが参加して熱戦を繰り広げた。

毎年２月２３日はロータリークラブ創立記

念日で、「世界理解と平和の日」と定めら

れている。このため岡部ロータリークラブ

は、今年の大会を湾岸戦争被災者救援のた

めのチャリティー大会とし、募金活動など

を行った。

午前８時半から町営グラウンドで行われ

た開会式では、全員が平和の象徴の白いリ

ボンを左胸につけ、犠牲者の魂をなぐさめ

るため１分間黙とう。あいさつに立った同

クラブの志田守会長(49)らは「早期に終結

したとはいえ、湾岸戦争による被害者の数

は計り知れない。私たちとしても被災者救

援のため、精いっぱい協力して行きたい」

と述べた。

上位８チームは10日に町営グラウンドで

行われる決勝リーグに進出する。また、集

まった募金は国際ロータリークラブの湾岸

戦争被災者救授難金へ寄託される。

優勝太田城西サッカー少年団

準優勝本郷サッカークラブ

－４－
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黙とうを捧げる吉田守会長と来賓の方女

熱戦をくりひろげる少年達
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小 口存少年委員長表彰式
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例会日：毎週水曜日（ＰＭ１２:３０～１３:３０）

例会場：岡部町中央公民館２階

戸町、

戸殉塊
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最近の地球環境問題に対する世界的な関心の高まりには目覚ましいものがある。

それも今や具体的な対策の推進を求めて、自らの生活態度、ライフスタイルを見直

したり、国や地方自治体の政策、民間企業等の事業活動のあり方を変えていこうと

言う具体的行動の段階に移りつつある。

我が国経済の高度成長に伴って起きた大気汚染、水質汚濁､自然破壊等の深刻な

環境問題とそれに対して、国内外に於てこのままでは人間を初め地球上の生物の絶

滅、否、地球そのものも生きた屍ともなりかねず、尚且地球に留まらず、宇宙まで

も廃埴にしてしまう恐れがあり、何としても人類、地球、宇宙をも救わねばならな

い気運が地球的な規模で高まってきた。即ち地球環境問題への関心が国際的にも高
まって来たのである。

地球環境の破壊には、国と国との境界はない。世界的に全人類的な立場で認識し
現状を把握し、分折し、最大限の対策を明日からとは言わず、今から出来ることか

ら取組まねばならないと言う切羽詰まっているという認識を再確認せねばならない

のではないだろうか。：
＝髄患

特にオゾン層の保護、地球温暖化、酸性雨、熱帯林の保全、野生生物の保護、
海洋汚染、環境保全等々。特に環境問題に関しては、人類の生活、文化、科学の向
上、進歩発展の裏側には人間の活動が環境に対し過度の負担をかけ、自然の循環と
生態系の微妙なバランスを乱していることに気付かねばならない。我が国の国民生
活及び産業活動は､…食糧、エネルギー、その他の資源の輸入を通じて地球の環境と
密接に結び付いている事も理解せねばならない。

この様に、膨大、かつ深刻な問題に対し、世界中のロータリークラブ、ロータリ
アンが「地球環境保全へ向けて今、何を成すべきか、何が出来るか」を積極的に取
組む時と考えられる。親子クラブ、兄弟クラブとして更に第四分区とし、更に拡大
して257地区としても、日本中の、そして世界中のロータリアンが立ち上がらなけ
ればならない時が今であると思う。

※岡部ロータリークラブにおいては過去、現在も取組んでいる事例を報告します。
１．寄贈

①町内小中学校に樺の若木を贈呈

②幼稚園、保育園に実のなる木、柿ｄ栗等を贈呈

③‘老人のケートボール大会に対し敢闘賞として町の木、金木犀を30～40本毎年へ
贈呈（高齢者対策として・故柿沢文雄元第四分区代理）

④町役場前広場に岡部ロータリークラブ庭園を寄贈（創立10周年記念として）
⑤岡部駅構内にフラワーボックスを提供
⑥岡部町社会福祉協議会に記念樹贈呈

n．実践奉仕活動

①「花と緑の住みよい町づくり」に参加。コスモス街道にコスモス植栽、並び
に菜の花の植栽を実施す。

②毎月１回早朝例会（清掃奉仕作業）
③ゴミゼロ運動（河川の清掃）



●
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※地域に根ざした環境保全の推進について協力す。

1)環境管理の推進

水、大気、土壌、森林などの環境資源を適正に保全、活用すると共により快適
な環境作りを目指すことに協力する。

2)快適で環境に優しい地域づくりの推進に協力。

豊かな緑や清らかな水辺、美しい街並みや歴史的な雰囲気などといった快適な

環境（アメニティ）は、私たちの生活に潤いと安らぎをもたらす。その対策と

して①緑や水といった快適な環境に親しむための施設の整備。②身の回りにあ

る樹林地や、水辺などの良好な自然の保全。③道路や街並の景観など快適な町

生活空間の創造。④日常生活に於て、環境に配慮した生活、行動ルールを確保

するための施策。⑤環境の質を高める歴史的、文化的事物の保存などのハード

、ソフト両面にわたって様々なものが考えられる。このため快適環境づくりは

行政、住民（ロータリアン）、企業等がそれぞれの役割分担し、その計画と

実践に協力する。

3)環境保全に関する広報、教育

①関係機関の協力による町の広報誌「おかく」に掲載しＰＲして行く。②６月

５日「世界環境デー」を初日とする「環境週間」と銘打って環境保全に関する

講演会の計画等。③「環境美化行動の日」の設立＝５．３０運動を実践。町内各

種団体、ボランティア関係者団体に協力の呼び掛けをする。

・広報

環境問題に於ては、都市生活型公害.や地球的規模の環境問題の比重が高まると

共に身近な自然との触れ合いや快適な環境保全創造を求める住民のニーズが急

増している。現今においてこれに対応していくためには、住民一人一人が人間

と環境との関わりについて理解と認識を深め、環境に配慮した生活行動を行な

って行くことが求められており、環境教育の推進が一層重要となってきている

その推進のために関係機関はじめ会員の関係している団体、職場、従業員を通

して各家庭に、その趣旨を徹底させるために資料の提供、又は講演会等々。

・教育

幼、小、中、高、大学生に対し、関係者を通して社会科、理科、生活科の中で

国民生活の向上や福祉の増大のためには環境の保全が必要であることを理解さ

せるための協力。

展望（地球に緑と新鮮なおいしい空気のいっぱい運動を進めよう）

①「地域に緑を」の基金活動の推進（心に緑を。苗木を提供）

②「花と緑の豊かな町づくり」に協力（行政当局へ）

③「温故知新」町内の神社、仏閣の環境実態を調査し、対策等（緑陰での安らぎ

の場を提供する）

④緑の空気、森林浴のできる森、サイクリングコースを創造に協力。

⑤第四分区一丸となって「環境美化週間」に取組もう（点から線へ線から面へ）
⑥緑を通じて手に手をつないで、他の地区との友好クラブの提携（情報交換等）

を進めよう。
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ロータリーを高めよ

思いを尽くし熱意を尽くし
パウロＶ､Ｃ・コスタＲ､1.会長

ＯＫＡＢＥＷＥＥＫＬＹ
会長吉田守副会長伊藤捷雄幹事青木秀雄

Office:c/bSaitama-BankOkabe2F2627ー１，ohaza-OkaOkabe-machi,Ohsato‐
９ｍ,Saitama-kenJapan369-O2，phoneO485-85-3065

第６０６回例会の記録No.２６平成３年２月20日㈱

司会：松崎ＳＡＡ委員長

点鐘：１２:30～13:3０（吉田守会長）

ソング：「奉仕の理想」

お客様：岡部中学校堀越教頭様

岡部小学校 青 木 教 頭 様

岡部西小学校田中島教頭様

本郷小学校 丸山 校長 様、

榛沢小学校小川教頭様

岡部ビーラ園谷沢園長様

福寿園井上園長様

エンゼル保育園伊藤園長様

三愛学園高瀬主任様

本年度のターゲット・四つのテスト唱和：

リーダー河田清会員
一

会長報告吉田守会長
●つ画宇画一 勾争画一画●画●回り画争画●⑥

本日は使用済み切手収集の謝礼及び町内

福祉施設への援助という事で、各小中学校

校長先生はじめ町内福祉施設の園長先生方

には、大変お忙しい中を岡部ロータリーク

ラブのためにご出席戴きまして誠にありが

とうございます。使用済み切手収集に際し

ましては９年間継続して参りましたが、こ

－１－

れも各学校の皆様方の当クラブに対する深

いご理解の賜と感謝申し上げる次第です。

これからもどうぞ宜敷くお願い致します。

又各福祉施設の方念におかれましては日

頃のご苦労に対しまして心より感謝申し上

げます。後程関係委員長よりご挨拶がある

と思いますがよろしくお願い致します。

次に日豪青年相互訪問団員受け入れの報

告ですが、１月２１日より２月１１日までの２２

日間、予定のピッシリ詰まった日程をカゼ

－つひかせず無事オーストラリアへ帰って

頂く事が出来ました。エマ・ケビーも大変

喜び会員の皆様方へ暮々もよろしく伝えて

くれとの事でした。尚クラブよりおゑやげ

として、ユカタ、オビ、ケタを持たせてや

りました。会員の皆様にはご協力ありがと

うございました。

次に先日の17日の１Ｍに付きましては日

曜日の忙しい中大勢の出席ありがとうござ

いました。吉田先生におかれましてはパネ

ラーとしてご苦労戴きましたが、さすが吉

田先生です。１０名のパネラーの中でピカイ

チだったと思います。本当にありがとうご



ざいました。

最後に明日２１日に会員増強委員長会議が

川越でありますので、これ又吉田先生にご

苦労戴いて２人で行ってまいります。
ｇ●画●画●画●画争画や画一画●画●ローｏ

幹 事報告 青木幹事
一

◆２月18日の川田信男会員のお母様の葬儀

に際して会員皆様の御会葬有難う御座居ま

した。尚川田会員より過分の御清めをお預

りしております。

◆来信文書

①ガバナー事務所より、(1)1991～1992年度

（森三郎年度）のクラブ役員組織の報告の

お願い。別紙に記名の上送付のこと。(2)職

業奉仕委員会（委員長）井下田慶一郎様よ

り１月18日、本庄市で行なわれた第２回職

業奉仕研修会に於ける岡・部門委員長の基

調講演原稿が送付されています。(3)257地

区のクラブ事務局の一覧表。

②国際ロータリー日本支局財務室より、１９

９０年７月１日より12月31日迄のロータリー

の友購読料￥52,780円の領収書。

③感情経営研究所より、Ｔ・Ｋ法実践ノウ

ハウのパンフレット並びにアンケート調査

年鑑の申し込桑書。

④日本交通公社より、1991年度ロータリー

国際年次大会メキシコの参加旅行ご案内。

⑤越谷中ロータリークラブより、国際ロー

タリー加盟認証状伝達式のご挨拶状並びに

案内状、登録料送金通知書、登録申込書。

とき：平成３年４月２１日⑧、ところ：越谷

コミュニティセンター、登録13:00～14:００

記念講演：糸川英夫氏を予定。

⑥深谷ロータリークラブより、第４分区イ

ンターシティー・ミーティング（１Ｍ）の

ご案内、会場案内、組織表。

⑦例会変更、深谷ロータリークラブ、２月

19日→２月17日⑧１Ｍのためグランドホテ

－２－

ル深谷。寄居ロータリークラブ、２月20日

㈱→２月17日埼玉グランドホテル深谷、３

月13日㈱は野外例会のため於・緑地公園に

て植樹。

⑧会報、寄居ロータリークラブ。
③争画一画字画●画一国●国つ画争画争、●●

委 員会報告
● － 国 ● 画 一 四 一 画 一 画 ● 画 一 画 一 画 一 画 一 ｃ

★ 出席委員会斎藤委員長

出席18名ＭＵ１名出席率68％

★ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ 委 員 会 河 田 委 員 長

吉田守：各学校の校長先生方、いつも使用

済み切手のご協力有難うございます。又

福祉関係の皆様ようこそお越し下さいま

した。今後共岡部ＲＣをよろしくお願い

申し上げます。

伊藤捷：本日はお世話になります。募金戴

いた図書券で子供達の本を購入したいと

考えて居ります。父兄からも、よろしく

お伝え下さいとの事です。有難うござい

ました。

吉田恒：本日は岡部町内の各小中学校長先

生、社会福祉の関係者の皆様には、公私

ご多用の所、ＲＣにお出で頂き、また常

日頃岡部ＲＣの社会奉仕活動にご協力戴

き有難うございます。

青木：岡部小中学校長並びに社会福祉の先

生方、本日は岡部ＲＣへようこそお出下

さいました。この様に当クラブに対して

ご理解とご支援を賜りますこと誠に有難

うございます。今日はクラブとの交流を

より深めて頂ければ幸いと存じます……

机沢会員先日はお世話になりました。

川田会員、ＰＴＡの事に関しては、お

世話になり有難うございました。

高瀬：本日は三愛学園の図書のご寄付有難

うございました。有効に活用させて頂き

ます。今日明日滋賀県への出張で欠席致

します。ヨロシクお願い申し上げます。

、

=、


























































