
 

第 2081回（10月 31日）例会報告 

 

細井保雄ガバナー公式訪問 

 

＊ガバナーお出迎え 

＊入会３年未満の会員との懇談会 

  

【第１部 例会】 

＊点    鐘       藤倉武会長 

＊ロータリーソング   

    ・国歌（君が代） 

    ・奉仕の理想 

    ・「ロータリーとは何ですか？」 

ロータリーを他人に告げる歌 

＊４つのテスト唱和 

＊来訪者紹介 

  国際ロータリー第 2570地区ガバナー細井保雄様 

     ″ 第 5グループガバナー補佐高野勝良様                                      

＊会長報告         藤倉武会長 

＊幹事報告         川野健人幹事 

＊出席状況報告       長島豊委員長 

＊ニコニコ報告       早﨑敬委員長 

＊委員会報告 

 ・外来種クビアカツヤカミキリについて（読売新聞） 

橋本恭一会員 

＊３分間スピーチ      上原謙一会員 

＊講話 

  国際ロータリー第 2570地区ガバナー細井保雄様 

＊謝    辞       藤倉武会長 

＊点    鐘       藤倉武会長 

＊集合写真撮影 

 

【第２部 クラブ協議会】 

＊ＡＢＣ班３テーブルに分かれて協議 

  Ａ班ＤＬ：田島博夫会員 書記：川野健人会員 

発表：大谷文孝会員 

Ｂ班ＤＬ：倉持成一郎会員  

書記・発表：梁瀬里司会員 

Ｃ班ＤＬ：橋本恭一会員 書記：渡辺昭孝会員 

発表：高橋貴子会員 

【第３部 慰労会】 

＊会長挨拶     藤倉武会長 

＊ガバナー補佐挨拶 高野勝良ガバナー補佐 

＊ガバナー挨拶   細井保雄ガバナー 

＊ノエルさんの発表 

＊ノエルさんにお小遣い 

＊乾杯      五十幡和彦直前会長 

  （歓談） 

＊締め      時田忠彦会長エレクト 

 

 

 

ガバナーお出迎え 

 



 

 

入会３年未満の会員との懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

【第１部 例会】 

 

点  鐘 

 

藤倉武 会長 

 

 

来訪者紹介 

会長報告

 

藤倉武 会長 

今日の細井保雄ガバナー公式訪問は 2570地区 51

番目の最後のクラブ訪問です。大変お疲れ様でした。

高野ガバナー補佐、新井地区幹事お疲れ様でした。 

先程は、ガバナーと入会３年以内の会員との懇談

会もあり、ありがとうございました。 

例会後にクラブ協議会があり、三テーブルＡＢＣ

に分かれ RLI方式で行われます。RLIは（ロータリ

ーリーダーシップ研究会 Rotary Leadership 

Institute）RI（国際ロータリー）の正式なプログラ

ムではありません。RLIの目的は、クラブのリーダ

ーシップを発揮できるよう技能と質の高い教育を

提供する目的であり、RIが承認しているプログラム

です。ロータリーを本当に理解し、モチベーション

を高め、コミュニケーションや、活動を活発にして、

クラブの活性化につなげる事が求められます。 

阿部年度 2016 年３月８日の例会の会長報告の中



で、阿部会長は、素晴らしい話をしてくれました。

RLI の討論の独自性と題して次のように述べてい

ます。 

１ 一般的セミナーのように、上から詰め込み式の

セミナーではない。 

２ 参加者を１０名前後のグループに分ける。 

３ 一人の DL(ディスカッションリーダー)が自由

討論形式で進める。 

討論のルールとしては 

１ クラブ内の人の話を聴くことに焦点をあてる。 

  貴重な意見として聴き批判しない。 

２ 発言者は、自分の思っていることを素直に表現

する。 

３ 性急に結論を出したり答えを見つける必要は

ない。 

効果として 

１ 多様な意見があることを知る。 

  自分の意見と他者の意見の比較検討ができる。 

２ 自分の考えのレベルと限界が見えてくる。 

  何を勉強しなければならないかも見えてくる。 

３ 自分自身の考えの優位性や、限界を自覚できる。 

  自分自身の優位性や限界を自覚するプロセス

が重要である。このプロセスの「自覚」がある

からこそ、自分の得た結論や答えが身に付き内

在化される。 

RLIの討論方法の効果 

初めから結論を求める討論や、答えを聞くだけの

セミナーであれば「知識」のみで頭に残るが、自分

の確固たる意見として定着することはない。自分の

考えを曖昧にしたまま人の意見に飛びつくのも同

じである。 

この様に RLI方式の討論方法は、以上のような人

間の自覚や認識の深まりの過程を大切にしたもの

である。 

阿部元会長の RLI に対する深い洞察力について

再度ご紹介させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

川野健人 幹事                     

本日は、ガバナー訪問です。公式訪問、細井ガバナー

お疲れ様でした。本日は、よろしくお願いします。 

幹事報告をします。 

１０月２６日役員会がありました。また、同じ日に３年未満

の会員の皆様とロータリー研修が「那のつ」でありました。 

五十幡ロータリー研修委員長をはじめ、阿部副会長による 

わかりやすかった研修となりました。 

ありがとうございました。 

１０月２７日那のつで、来年の３月２８日にあります地区

ゴルフ大会の打ち合わせがありました。上原ゴルフ部長の、

やる気を見せて頂きました。 

予定です。１１月３日金曜日文化の日に、日本スリーデ

ーマーチがあります。ノエルも参加します。 

１１月６日月曜日 １８時３０分より、魚豊にて「第一回 

地区大会準備会」があります。対象の会員の皆様、よろし

くお願いします。 

最後に、１１月のプログラムは、タブレット贈呈式と職業

奉仕主催の八ッ場ダム訪問ですが、出欠のご提出よろしく

お願いします。以上幹事報告でした。 

 

出席報告 

 

長島豊 委員長 



会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

51名 50名 45名 5名 100.0% 

 

 

ニコニコ報告 

 

                早﨑敬 委員長 

細井ガバナー 本日のガバナー訪問、皆様のおかげ

をもちまして行田さくらＲＣが最後と

なります。有難うございました。 

高野ガバナー補佐 本日のガバナー公式訪問例会

宜しくお願い致します。 

藤倉会長 細井ガバナー公式訪問お疲れ様でした。

本日は宜しくお願い致します。 

川野幹事 本日は細井保雄ガバナー訪問です。公式

訪問お疲れ様でした。ガバナー方針は、

各クラブ、各会員の皆様の特徴、個性を

生かして「ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実

現しよう」です。そこで一句 

「戦略を 実現しよう 秋例会」 

清水会員 細井さん大変ご苦労様でした。また大変

有難うございました。地区内全クラブ公

式訪問という大役を果たしホームクラ

ブに帰ってきました。これは凱旋ともい

うべき快挙であります。本当に有難うご

ざいました。 

一句「役はたし ホームに凱旋 秋高し」   

松岡会員 一句「ガバナーの 公式訪問１０月尽」

細井さんホームクラブへの公式訪問ご

苦労様です。１０月尽は１０月末日のこ

とです。 

長谷川会員 細井ガバナーとりあえずお疲れ様で

す。まだ重要行事がありますが宜しくお

願い致します。 

古田会員 地区全ての公式訪問お疲れ様です。我が

クラブからガバナーが活躍しているこ

とは誇りです。 

横川会員 細井ガバナーご苦労様です。さくらＲＣ

の誇りであり歴史的に残るガバナーで

す。 

井上会員 細井ガバナー大変お疲れ様でした。今日

が最後でしょう。これからも頑張って下

さい。 

三島会員 細井ガバナー大変お疲れ様でした。 

矢澤会員 細井ガバナーようこそ。又５０クラブの

公式訪問お疲れ様でした。ホームクラブ

の最終公式訪問です。思い切り細井弁を

お聞かせ下さい。 

新井会員 本日は細井ガバナーの最終公式訪問で

す。細井ガバナーお世話になりました。

また地区副幹事の皆様、同行頂いた皆様、

藤倉会長はじめクラブの皆様、ありがと

うございました。 

     本日都合で懇親会は欠席させていただ

きます。申し訳ございません。 

橋本恭一会員 ガバナー月信１１月号印刷中です。

地区ホームページにはアップ済みです。

目途がついたら何故か腱鞘炎となりま

した。 

島崎会員 お久しぶりです。決して川野健人が嫌い 

で拗ねていた訳ではありません。米山月

間も終わるので、これからは出席出来る

と思います。本日は細井ガバナーにご指

導をお願いたい事があります。どのクラ

ブでもこの時期は必ず食事に「ナス」が

入っています。こんな時、私はどう対処

をとれば良いのですか？ 

田島会員 ＴＢＳドラマ「陸王」のエキストラで撮

影に行ってきました。とにかく女性が多

いのにびっくりです。 

倉持会員 細井ガバナー様、高野ガバナー補佐様、

新井地区幹事様、ようこそいらっしゃい

ました。ガバナー公式訪問例会、宜しく

お願い致します。 

阿部会員 細井ガバナー最終の公式訪問です。お疲

れ様でした。心より労い申し上げます。 

五十幡会員 細井ガバナー地区内ガバナー公式訪



問お疲れ様でした。本日はホームクラブ

行田さくらＲＣでの公式訪問、宜しくお

願い致します。 

時田会員 細井ガバナー公式訪問お疲れ様でした。 

町田会員 細井ガバナーへエールを送ります。 

宮本会員 久しぶりに良いお天気ですが寒いです

ね。細井ガバナーを見習って元気にいき

たいものです。 

松本猛会員 細井ガバナー宜しくお願い致します。 

同文～細井ガバナー公式訪問お疲れ様でした。 

本日は宜しくお願い致します。 

田中清自会員、松本健一会員、田邉会員、神田会員、 

渡辺会員、前澤会員、田中利幸会員、鈴木会員、 

上原会員、大谷会員、梁瀬会員、高橋会員、 

橋本祐一会員、長島会員、早﨑会員、飯塚会員 

 

委員会報告 

「外来種クビアカツヤカミキリについて」 

 

橋本恭一会員 

 

 

３分間スピーチ 

 

上原謙一会員 

 

講   話 

国際ロータリー第 2570地区ガバナー細井保雄様 

 

 

 

 

 

点  鐘 



 

藤倉武 会長 

集合写真撮影 

 

【第２部 クラブ協議会】 

クラブ協議会 

Ａ 班 

 

Ｂ 班 

 

Ｃ 班 

 

 

【第３部 慰労会】 

会長挨拶    

 

 藤倉武会長 



ガバナー補佐挨拶 

 

高野勝良ガバナー補佐 

ガバナー挨拶  

 

細井保雄ガバナー 

ノエルさんの発表 

 

 

乾  杯 

 

五十幡和彦直前会長 

 

（歓  談） 

締  め  

 

     時田忠彦会長エレクト 

 


