
ＫＵＭＡＧＡＹＡ ＳＯＵＴＨ 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ 

Ｓａｉｔａｍａ ＲＩ 

Ｄｉｓｔ．２５７０      ２００４．７．７    CELEBRATE ROTARY 
 President：kazutaka Ri                         Glenn Estess ，Sr． 
 Secretary：Masayuki Tanazawa                     RI President,2004-05 
 Hotel Sun Route，kumagaya                     Yasuo Hashida Gouverneur 
 Akebonocho2-22 kumagaya shi                       RI Dist２５７０ 
 
 

 

第３２７回 クラブ協議会(１) 就任挨拶 

 

    

 

 

 

 
 

 
 
会長  李 一孝 

皆さんこんばんは。 
東クラブ蛭川会長､井桁幹事､野中ガバナーエレク

トをはじめ東クラブの皆様､又野口白汀先生には本

当にお忙しいところ御来訪いただき､又励ましのお

言葉を頂戴し本当にありがとうございます｡本日東

クラブへ訪問した際には暖かいおもてなし有り難う

ございました｡厚く御礼申し上げる次第でございま

す。 
さていよいよロータリー100周年の年度が始まり
ました｡このような記念すべき年度に会長を務めさ

せていただく事を大変うれしく､光栄に思っており

ます｡皆様のご期待に応えるよう努力､勉強していき

たいと思っております。 
7月3日土曜日13時から熊谷市PTA連合会､熊
谷警察署主催の熊谷市青少年非行防止大会が行われ

ました｡棚澤幹事と会長・幹事の初仕事に行って参り

ました｡青少年非行防止の標語特選の表彰､また大会

宣言がなされ熊谷市長がこれを受託されました。 

本日10時より熊谷商工会館大ホールにおきまし
て熊谷地区暴力排除推進協議会が行われ､棚澤幹事

と出席して参りました。熊谷市長の暴力団を恐れな

い､利用しない,金を出さないの3ない運動のお話が
ありました｡田名部警察署長からは彩の国まごころ

国体を控えた熊谷市の治安状況についてご報告があ

り､引ったくりなどの犯罪は昨年に比べ14％減との
事でした。 
本日のプログラムで後ほど会長就任挨拶をさせて

いただきます。本日6時より第一回の理事会が行わ
れました｡私の方からは総括的事項についてまず理

事会のご報告を申し上げます。 
1. 前回理事会議事録は承認されました。 
2. 今年度の暫定予算が可決されました。 
3. 今年度の活動計画書が承認されました。 
4. ガバナー補佐訪問が8月11日になりました。 
＊地区から澤田会員に増強・退会防止委員として

の委嘱状が届いております。 
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム ７月１４ 日（水） 
クラブ協議会（２）就任挨拶 
          



 

会長就任挨拶      李 一孝  

本年度グレン・エステスRI会長のテーマは「ロー

タリーを祝おう」 

第2570地区橋田ガバナーのテーマは「ロータ

リーに若さを」となっております。 

私のテーマは「健康なロータリー」とさせていた

だきました。 

以前に豊かさとは何だという議論が巷や新聞紙

上などでよくなされていました。 

わたくしは健康で、生活の質が向上した時に人々は

豊かさを感じるのではないかと思っております。 

グレン・エステスRI会長の本年度の強調事項に

保健問題と水の問題があります。これは前年度のジ

ョナサン・マジィアベRIパスト会長からの継続です。

今年の2月にアナハイムで行われた国際協議会での

世界各地のガバナーに向けてのスピーチ原稿をホー

ムページで見つけました。そのスピーチでは水問題

に対して「今日、発展途上国の人口の半数は汚染水

を原因とする病気を患っています。発展途上国の疾

患の 80 パーセントは汚染水を原因とするものです。

そしてこういった病気の例に漏れず、子供たちが最

大の被害者となっております。世界のどこかで子供

が8 秒に一人の割合で、水に起因する病気で死んで

いるのです。清潔な水が手軽に得られる地域に住ん

でおられる幸運な方々は、地域社会で節水の重要性

を啓蒙するプロジェクトを軽視なさらないでくださ

い。」とありました。 

「また汚染された水は保健問題を助長する大きな要

因です。ロータリアンは世界中で病気と闘っており、

私たちの最も大掛かりなプロジェクトはポリオ・プ

ラスです。しかし、クラブや地区はマラリアや河川

盲目症、麻疹、狂犬病、エイズ、その他の病気とも

闘っています。健康とは、単に大病のない状態では

ありません。健康とは、きれいな水や充分な量の健

康に良い食物をも意味するのです。」「最も基本的な

生活必需品に事欠く人々は、まともな将来を期待す

ることができません。そして将来を恐れる人々は、

皆に行き渡る量はないから、自分たちの分け前のた

めに戦わなければならない?という邪悪な主張に耳

を傾けやすいのです。これがまさに戦争の言い訳で

す。」と言われております。 

RIが健康に対して関心を持つことが世界平和に

つながる。ゆえにロータリーの人道的プロジェクト

が健康というキーワードでプログラムされているよ

うに私には感じられました。歯科医療の究極の目的

が皆さんを健康にすることであると私は理解してい

るため健康という言葉を聞いたり、見たりするとど

うしても敏感に反応してしまいます。 

世界中の人々が健康になる。世界中の企業や事業

所が健康である。世界中の地域社会が病んだ状態で

なく健康になる。そうなれば世界中の人々が安寧で

幸せに毎日を過ごすことができるでしょう。ロータ

リーに若さを感じ、ロータリー100周年を祝うため

には世界中のロータリークラブが健康であること

が大切だと思っております。 

健康の定義は非常に難しいが、達成する為には

まず我々のクラブを良いクラブにしようという強

い意識を各会員が持つこと、ロータリーの奉仕の理

念を各会員なりに理解することが重要だと思いま

す。 

健康なロータリー、健康なロータリーファミリ

ーの実現に努力しロータリーが新しい世紀にはい

る前の今世紀のアンカーとして、この1年間充実し

た活動を行っていきたいと思います。皆様のご協力

宜しくお願い申し上げます。 

 

（クラブ奉仕） 
クラブとして奉仕活動を行うためには会員相互

の理解と会員全体の結束が重要です。退会防止の為

にも親睦、友情が深まる例会づくりに配慮したい。

とにかく会員相互の友情を高めることが大切です。

誰でも友達になると別れたいとは思わなくなりま

す。みんなで良いクラブにしようという雰囲気を高

め、同時に奉仕の心を高めていきたいと考えていま

す。 
現在当クラブの事務局にあるパソコンはメー

ルソフトを立ち上げただけでフリーズするとい

う状況になっております。この状況を早く打開

してクラブ運営のIT化の基礎づくり、ホームペ

ージ製作を今年度の第一の目標とする。 

会員増強として本年度は上半期2名、下半期

2名を目標とする。今年の地区協議会では純増3

名のクラブが3つ表彰されていたと記憶してま

す。なかなか4名の純増は大変だと思いますが

全会員がいつも新入会員のことを頭に置いてい

ただき、南クラブ10周年の時には50名の会員

になるよう皆さんのご協力お願いしたいと思い

ます。 

プログラムは会員が興味を持てるような卓話

を中心にできるだけ多く企画したいと思ってい

ます。健康という大きなテーマの中で環境のこ

とや家族のことについての卓話講師を考えてお

ります。 

 

（職業奉仕） 

 今年ディビッド・フォアード氏が奉仕の一世

紀、国際ロータリー物語という本を著しました。

この本を一通り読みますと、ロータリーの歴史

とロータリーの全貌がおおよそ理解できます。

352ページの本ですが職業奉仕に関してはわず

か8ページしか書かれていません。しかも職業

奉仕は「忘れられた奉仕部門」と呼ばれたこと



もあったと記述されております。職業奉仕は理

解しづらいという概念が欧米にもあるようで

す。個人的にはちょっと情けなくなりました。 

神戸の田中パストガバナーは「ロータリーが他

の奉仕団体と大きく異なる点は職業奉仕の理念

を持っていることである。もしこの概念が無く

なったらただの大きなボランティア団体になっ

てしまうといったら言い過ぎでしょうか？。」 

「職業奉仕はロータリーの根幹をなす思想で

あり、また活動であるということは皆さま方よ

くご承知の通りです。職業奉仕とは、アーサー・

フレデリック・シェルドンが提唱し、それをそ

のまま修正を加えることなしに、ロータリーが

採択した、他の奉仕クラブにはない概念です。

従って、ロータリアンは職業奉仕に対する理解

を深めることが最も重要だ」と言われてます。 

 私事ですが今年インターネットで車を買いま

した。ものの売買のあり方が変わってきたと感

じました。人々の価値観は急激に変化していく

でしょう。 

事業の道徳的水準を高めることが事業の発展

につながることが説かれてきた。 

今後変わることのない概念だと思います 

基本的には職業倫理感の低い企業は滅びるで

しょう。恥ずかしいことですが歯科医療界にも

不祥事がありました。過去の歴史を学びながら

21世紀の職業人に通用する職業奉仕のあり方を

会員全体で考え模索する必要があると思います。 

例会ではバズセッション等で皆さんでこうい

ったことを考えるような時間を作って議論し、

なにかしら答えを見つけたいと思っております。 

 そうして各職場で皆さんがロータリー100周

年を祝えるようにしたい。 

 

（社会奉仕） 

本年度に熊谷市がメイン会場として埼玉国体

が行われる。熊谷市に所属するロータリークラ

ブとして可能な限りの援助を行い、スポーツを

通した地域奉仕とする。 

スポーツの祭典の成功を祈りながらロータリ

ーを祝いたい。 

継続事業として熊谷運動公園に垂れざくらの

植樹を行う。今日東クラブで昼食をとったとき

誰々の年度のさくらはどうだと言う話がでまし

た。樹を植えると言うことは環境に大きな影響

を与えるばかりでなく、人間の心にも影響を与

えると思いました。 

バナーのシンボルであるムサシトミヨの保護

に協力し、環境に対する意識を高めながら地域

とのつながりを強めていく。 

  

 

（国際奉仕） 

姉妹クラブであるオーストラリアのアッパー

ヤラRC、ベラルーシ共和国のミンスクRCとの

交流をより深める。 

お互いの活動状況などを電子メールやホーム

ページ上で情報交換していく。その情報交換を

例会で会員全体が楽しみ国際交流としたい。 

米山奨学事業はべつにしてもロータリー財団

はなかなか解りづらいと言うのが本音です。シ

ステムの変更も頻繁にあるようです。とにかく

財団についてはよりいっそうの理解を深め協力

して奉仕活動とする。  

 

（新世代委員会） 

 交換留学生を1名派遣（並木香織さん）、又

1名の受け入れ（Miss Santillo Rose）                             

をして国際平和と国際理解に活躍できる青少年

の育成に努力する。  
 

 

幹事就任挨拶        棚澤正行 

 皆さんこんばんは。李年度幹事を仰せつかり

ました､棚澤です｡本日のお昼に当クラブの親ク

ラブであります､東クラブへ李会長､清水会員､

加藤公一会員､澤田会員､田島会員とともにメー

キャップに行ってまいりましたことをご報告さ

せていただきます。 

 いよいよ李年度がスタートです｡本年度の幹

事として､会員の皆様には大変お世話になりま

す｡幹事の仕事の重大さに大変緊張しておりま

すが､幹事の任務は会長の｢黒子｣として各委員

会の取りまとめ､通知の発送など細かく気配り

することと考えております。 

この任務を全うするために､皆様のご出席とご

協力に支えられてこの一年頑張ってお役目を果

たしていきたいと思います。 

 また､幹事という大役を与えていただき､勉強

のチャンスを与えていただきまして､誠に感謝

しております。 

 先ほどの李会長からもお話がございましたが､

李年度は｢健康なロータリー､健康なロータリー

ファミリーの実現｣というテーマです｡普段健康

診断も受けず､病院も行かない私ですが､体に仕

事に財布に健康にも気遣い､南ロータリーの健

康バロメーターである､出席率､プログラム､交

換留学生､各委員会の仕事､IDM､RIの行事に気を

配り､南クラブを健康なロータリークラブとで

きるようにがんばっていこうと考えております。

以上 
 
 



                                                                   

 
 

幹事 棚澤 正行 
１．ガバナー事務所より 
 ・地区役員の委嘱について 
・人頭分担金を増額する件 
・インターアクト年次大会の案内 
２．米山奨学会より 
・第1回クラブ米山委員長会議の案内 
・2004年度上期普通寄付金のお願い 
・米山奨学事業の本 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プログラム委員会           埼玉勝 
7月､8月のプログラムは承認されましたことを報告
致します。 
 
 
親睦委員会             富山弘文 
今年度事業計画 
① 会員誕生日､奥様誕生日､結婚記念日に対しての

お祝いについて 月1回の親睦例会時にケー
キ・コーヒーを用意し､その月の上記の記念日の

発表。 今年度は会員誕生日､奥様誕生日におい

ては各3,000円ニコニコBOXへ投函 
② 家族納涼例会について 平成16年8月18日

(水)に実施＊詳細については次回理事会に諮り
ます。 

③ 家族親睦旅行について 韓国旅行の予定 
④ クリスマス家族例会について アトラクション

予定 
 
 
クラブ会報委員会  IT 事業部    加藤博 

 今年は李会長の方針のもとにIT化の基礎づくり、
ホームページ製作を実行していきたいと思います｡

いずれは会報もホームページ上に掲載してみていた

だきたいと思っています｡スムーズに行かないこと

もあろうかと思いますが宜しくお願い致します。 
 
 
 
 

 
 出 席 報 告 
例会日 ７月７日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ ２５ １５  ０  ６２､５％ 
ビジター 
野口白汀様 
蛭川俊也様 
野中弘之様 
中山康徳様 
井桁憲治様 
藤沢貞彦様 
橋本栄三郎様 
高橋勤ニ様 
高橋泰三様 
 
 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

李一孝会長 

いよいよロータリー１００周年の年度が始まりま

した｡この一年はロータリーに全力をかけたいと

思っております｡ご協力宜しくお願い申し上げま

す。 

棚澤正行幹事 

本日はたくさんのお客様にメーキャップに来てい

ただきまして､誠にありがとうございます｡南クラ

ブ会員の皆様､本日より李年度のスタートとなり

ます｡何かと至らない幹事ではございますが､一生

懸命勤めさせていただきますので､どうぞご指導

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

熊谷東RC 会長 蛭川俊也様 幹事 井桁憲治様 

李一孝年度本日は素晴らしいスタートですね､お

めでとうございます｡いつもこのような良い所で

例会が出来るだけでうらやましい限りです｡今年

度は出来る限り合同例会を作りたいと思います｡

李会長棚澤幹事､宜しくお願い致します｡本日はあ

りがとうございました。 

熊谷東RC  野中弘之様 

李さん棚澤さんの若々しいコンビで順風のスター

トをお祝いします｡私のほうもご協力いただくこ

とが多くなると思いますがどうぞ宜しくお願いい

たします。 

熊谷東RC  藤沢貞彦様 

李年度スタートおめでとう 

熊谷東RC  高橋泰三様・宮川進様・藤沢貞彦様・

中山康徳様・橋本栄三郎様・高橋勤ニ様 

李年度の輝かしい船出を祝して､お祝い申し上げ

ます｡ご健康に留意し一年頑張って下さい。 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



熊谷東RC  橋本栄三郎様 

いつもご利用いただき有り難うございます｡素晴

らしい李年度になりますようご祈念致します。 

矢部喜明会員 

李会長棚澤幹事一年間宜しくご指導お願いいたし

ます。 

飯塚幸一会員 

李年度の船出おめでとうございます。一年間頑張

って下さい｡縁の下の力持ちになれるよう陰なが

ら応援させて頂きます。 

吉田博三会員 

新年度のスタートをお祝い申し上げます｡また東

クラブの皆様ようこそお越し下さいました｡今年

も宜しくご指導の程お願い致します。 

遠藤信行会員 

李年度スタートおめでとうございます｡棚澤幹事

頑張って下さい。 

澤田將信会員 

澤田で～す｡李会長､棚澤幹事さん素晴らしい年度

になりますようご活躍をご期待申し上げます。 

岡部俊之会員 

東ロータリークラブの皆さんようこそ大勢でいら

っしゃいまして有り難うございます｡李新会長、棚

澤新幹事１年頑張って下さい｡今日の熊谷の気温

は 37.5℃と暑いそうです｡100年に向けてますま

す暑くなりそうです。 

富山弘文会員 

李会長､棚澤幹事1年間宜しくお願いします。 

横堀弘会員 

李会長､棚澤幹事1年間ガンバッテ下さい。心より

応援致します。 

田島武会員 

李会長､棚澤幹事さん御就任おめでとうございま

す｡李年度のご活躍を心よりお祈り致します｡親ク

ラブの東ロータリークラブの皆さん､御来訪有り

難うございます心よりお礼申し上げます。 

埼玉勝会員 

いよいよ李年度がスタートしました｡李会長､棚澤

幹事､会員の皆さん一年間よろしくおねがいいた

します。プログラム委員長 埼玉勝 

清水武会員 

李､棚澤年度の栄えある出発お祝い致します｡ご活

躍をご期待致します。 

岡本庄一郎会員 

李年度誕生おめでとうございます｡また野口白汀

先生､ガバナーエレクト野中さんようこそ南クラ

ブへ､これから一年間宜しくお願い致します。 

馬場孝会員 

李会長年度スタートおめでとうございます｡李会

長、棚澤幹事宜しくお願い致します｡本日103名の

ゴルフコンペで優勝しました｡スコア－は 38､39

のトータル77でした｡また液晶テレビをいただい

てしまいました｡李年度がスタートし良い事がま

い込んできましたのできっと素晴らしい年度にな

ると予感がします｡期待しています。 

加藤博会員 

野口先生､東クラブの皆様よくきていただきまし

た｡どうぞごゆっくりして行ってください。 

栗原規好会員 

暑中見舞い申し上げます｡2年ぶりに出席させて

頂きました｡これからはチョコチョコと出席させ

ていただこうかなと思います｡宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
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下田眞弘・丑久保紀美 


