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第３３４回 ガバナー公式訪問  

 
熊谷東ロータリークラブ・熊谷南ロータリークラブ合同例会 
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本日のプログラム  9月 8日（水） 
  ローズさん歓迎会  
          

熊谷東RC 
井桁幹事、江森副会長、蛭川会長 

国際ロータリー第2570地区 
橋田ガバナー、諸貫カバナー補佐 

橋田弥寿男カバナー公式訪問 

李会長、飯塚副会長、棚澤幹事 
 

例会場風景  

懇談会風景 



 

 
 
国際ロータリー第 2570 地区   

ガバナー 橋田弥寿男 様 
 
 熊谷東クラブ、熊谷南クラブの皆さん、こんにち
は。暦は９月に入りましたが、今年の真夏日は大変

でした。本日は合同の公式訪問と言うことでお伺い

致しました。よろしくお願い致します。 

 熊谷東クラブは、約３０年前、熊谷クラブの近藤

さん、武藤さん、小沢さん達有志の方々が、熊谷西

クラブに次いで設立されたと聞いております。また、

次年度は、野中・堀口コンビで、地区を担うガバナ

ーの誕生前の活気に充ちたクラブであります。さら

に、財団奨学学友委員長・間庭さん、On To シカゴ

委員・井桁さんに、本年度地区役員としてご活躍い

ただいております。 

 

 一方、熊谷南クラブは、熊谷東クラブの清水さん

が特別代表として 97年に設立された若い気鋭のあ

るクラブと伺っております。地区では澤田さんに増

強・退会防止委員としてご活躍いただいております。 

 

 深谷ロータリークラブは、今年の正月初め、クラ

ブ所属の正田ガバナーエレクトが突然退会したため、

地区に対しての責任上、紆余曲折、小田原会議１ヶ

月も費やし、迷走の末、80歳の私にその任を託すこ

とになりました。 

 私は、それまで、10年近くの間、地区役員等の仕

事を離れておりましたし、全くガバナーの仕事など

考えたこともありませんでした。決まってから1週

間余りで、準備も知識も、またその申し送りもない

まま、慌しくアナハイムの国際協議会へ出発致しま

したが、その道中、ずっと、果たして１年間の長丁

場が勤まるかどうか、不安でいっぱいの研修でござ

いました。それだけに、力不足の私には、皆様に強

力に支えていただくことが絶対に必要でありまして、

パストガバナーの皆様や、ガバナー補佐を含めた地

区役員の皆様との緊密な協調関係が望まれるわけで

ございます。 

 そのことによって、地区とクラブの目標計画、地

区機構に地区の総意及び共通の焦点が、クラブにま

で反映されてくると考えています。 

 これからの地区の委員会についても、ガバナーが

出席して決定しなければならない重要会議と、それ

ぞれ部門の指導者が決定できる会議を分け合えるよ

うになれば、役員の自立育成にも役立つことができ

るのではないでしょうか。私が若さを求める由縁も、

そこにあるわけでございます。 

 

 さらに今年は、力強いクラブを築くために、退会

防止と新会員の勧誘活動を推進することが重要な要

素であります。それにより、会員基盤が堅固なもの

になり、また活動的になれば、さらに多くの奉仕活

動ができるようになります。是非、新会員発掘に力

を発揮してください。ロータリー100年の記念すべ

き年の入会なんて、すばらしいことではありません

か。 

 また、クラブへの OAの導入について、もうすぐ

FAXがE－mailに代わることでしょう。この情報収

集の変化はガバナーとして重要な役割と考えており

ます。因みに４年続けている「全国ロータリークラ

ブ事務局のＯＡ化」アンケートによると、インター

ネットにつなぐことができるクラブは、 

2000－2001年度 36.4％ 

2001－2002年度 51.9％ 

2002－2003年度 68.7％ 

2003－2004年度 78.9％（全国34地区中26位） 

と、毎年着実に増えてきています。 

先月初め、当地区での調査によると、 

メール取得率 73.2％ 

ホームページ開設率 30.4％ 

メール受信希望率 46.4％ 

ファックス受信希望率 53.6％ 

と、なっています。 

 

 これからのクラブ運営は、必要な情報資源を共有

し、その情報をどう使うかを絶えず認識する必要が

あります。その為には地区のホームページを閲覧い

ただける環境整備が必要であり、計画されたことに

ついての明確な把握と受容な心構えを持つためには、

プロジェクト担当者との定期的な連絡手段として、

電子メールの環境整備も必要です。地区とクラブの

間で効果的な相互連絡ができ、その結果として奉仕

活動に対する始めからの一貫した推進と強調を計る

ことができると考えております。 

 牛窪年度の時に地区ドメインを取得していただき、

地区初のホームページを開設されてから３年目とな

りますが、今年度は諮問委員会の皆様のご協力を得

て、地区IT化推進基本規約のご承認もいただき、私

自身が率先し、各ガバナー補佐とともに、インター

ネット普及の年度内 100％達成を目指す所存でござ

います。是非地区IT推進の真意をご理解いただき、

ご協力をお願い致します。 

 

 ロータリー財団管理委員会では、「毎年あなたも

100ドルを」の推進計画が7月1日から開始されま

した。 

 ロータリークラブ会長には、地区ガバナーやロー

ガ バ ナ ー 卓 話  



 

タリー財団地区指導者と協力して、ロータリー創立

100周年の2005年までに、財団年次プログラム基金

への寄付額を一人あたり最低米貨100ドルにすると

いう目標の達成に努力していただいております。毎

年のことで非常に恐縮しておりますが、米山記念奨

学会が日本でだけ活動しております。これと併せて、

ご協力をお願い致します。 

 

 いよいよロータリー100周年が始まりました。グ

レン・エステス・シニアＲＩ会長は、「ロータリーを

祝おう」と世界中のロータリアンに呼びかけていま

す。 

 会長は、このテーマの下、奉仕・親睦・会員増強・

ロータリー財団支援の増進によって、この特別な年

を祝うよう、クラブと地区に奨励しています。又、

会員増強の必要性を強調するＲＩ会長は、「100周年

は感動と喜び、それと好ましい報道が数多くなされ

ます。これによって入会資格のある人々のロータリ

ーへの関心が生まれ、来年は私たちが会員基盤を強

化する理想的な時となるでしょう」と述べています。 

 

 エステス会長は、識字率向上、保健、水管理の３

つを奉仕活動の重点分野とするよう、また継続して

ロータリー家族を強化するよう、要請しています。

ロータリー家族委員会は、退会防止において、重要

な役割を担い続けますと、２月の国際協議会で、私

たちに語りました。 

 100周年の2005年2月23日は、世界的な祝賀の

日となります。 

 本年度、私が皆さんと多く出会い、一緒に世界理

解と平和を推進する活動を継続していくには、やは

りお互いが理解しあうことが一番大切なことである

と信じております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。そして共に100年を祝おうではありませんか。 

 

 2月14日、私ども夫婦は、クラブの皆さんに送ら

れて、成田空港よりロサンゼルスへ向かいました。

到着後市内観光をしましたが、私が23年前に一度こ

の街を旅行した時よりも、建物が大きく、高く変わ

り、当時もあまりにも広い道路に驚きましたが、尚

立派な道路になっており、その経済力の高さに圧倒

された、というのが第一印象でございます。 

 ホテルで一泊後、アナハイムへ向かい、藤川亨胤

SAA、上野孝・黒田正宏研修リーダーご夫妻の出迎え

を受け、これからの目標について東日観光の係員と

RI日本事務局の大木さんから説明をと案内があり、

各自部屋が割り当てられて、いよいよ来るべき時が

来たという感じで、覚悟を新たに致しました。2月

16日から、22日まで、10回の本会議があり、同時

通訳で聞いて部屋へ帰り、講演集を開き、時を忘れ

て猛勉強を再開し、毎日の講演で何度か感銘を受け、

眠っていた奉仕の精神が呼び起こされる感じで1週

間を過ごしました。印象に残ったいくつかのお話の

中で、最も感動したのは、グレン・エステス氏のテ

ーマ発表です。「100周年をまもなく迎えるにあたり、

今共に祝うことができる500人以上のガバナーエレ

クトが、ここに集っています。ですから、新年度の

テーマである≪ロータリーを祝おう≫を皆さんに紹

介したいと思います」と言ってテーマを発表されま

した。満場が割れんばかりの拍手に包まれました。

すばらしい感激の瞬間でした。 

 また、マジィアベRI会長は、私がこの世を通るの

は一度だけだから、私にできる善いことは何でも今

させてほしい、もうこの道を通ることはないのだか

ら、これを怠らせないでほしいと、真のリーダーに

なるため、その時をしっかりと捉えて、最善を尽く

そうと歓迎の辞を述べられました。 

 私はその言葉を聴いて、すごく感動しました。RI

の役員はたとえ話にしても、表現が非常に上手で、

人に感銘を与え感動させることがうまい方が多いで

す。 

 そしてグループ研修が本会議の直後から始まり、

34名の日本のガバナーエレクトは2班に分かれて、

その日のテーマに従い 20項目以上の研修を受けま

したが、緊張の連続であり、私語一つない、もちろ

ん居眠りなどしていられない中での１週間でした。 

 1500人収容できる大きな会議室がパーティー会

場、食堂として使われ、私は国際親善晩餐会、RI会

長主催昼食会とお別れ晩餐会は出席しましたが、ホ

ストホスピタリティーの夕べと国際祭りの夕べは欠

席しました。 

 また、世界中のロータリアンと数え切れないほど

の握手をし、そして手土産の交換をしてきました。

初めは、禅僧が永平寺に修行に行くぐらいの緊張し

た覚悟をして行ったはずでしたが、今思い出すと、

ロータリーのすばらしい組織力の中で学び得た研修

内容を、ロータリーのリーダーとして少しでも多く

皆様にお伝えできればと考えております。 

 私の場合、アナハイムへの出席が決定してから、

日程が10日しかありませんでした。予備知識の不足

というハンデの中での協議会出席でした。協議会の

講演につきましては、逐次月信に掲載していきたい

と考えています。 

 一口でまとめると、その規模や組織の大きさの中

で、人に感銘を与える講演と研修などの影響か、い

ままでの「受ける」から「与える」に変わりつつあ

る心境を感じながらの毎日です。 

 

 

 



 

 
 
 
 
会長  李 一孝 

 
 皆さん今日は。 
 橋田ガバナー、諸貫ガバナー補佐ようこそおいで

いただきました。 
ただいまは会長、幹事、又会長エレクトにご丁寧な

ご指導有り難うございました。今年度はガバナー方

針に従いホームページの立ち上げ、またクラブ運営

の IT 化に力を入れているところでございます。昨
年度はメールソフトを立ち上げると動かなくなるパ

ソコンしかありませんでしたが本年度は新しいパソ

コンを購入しましたので非常に快適な環境になりま

した。パソコンを使った会員による会報発行がもう

すぐ定着するところでございます。 
 今年は健康なロータリーが私の方針ですが、南ク

ラブのメンバーが例会出席を通じて健康が増進する

ように会長挨拶の中にいろいろな情報を盛り込んで

いきたいと思います。 
 ロータリー100周年にあたりましては、ロータリ
ーの歴史をよく学び、ロータリーのあり方を良く考

え次の世紀に備えていきたいとも思っております。

ガバナーの前で会長としての決意を述べさせていた

だきました。 
 
 
 
                                                                                                                    

 
 

幹事 棚澤 正行 
1. 地区より 
寄付金納入明細，傾向，功労者一覧表 ハイラ

イト米山 また，「ロータリー親睦活動を例会出

席と見なす件」という内容の採択制定案０４－

１９について，「ロータリー100周年記念専門職
務奉賞」についての内容の書類が届いておりま

す。 
2. ロータリーの友より 
先日送りました，ロータリーの友のわが社の経

営理念を拝受いたしましたという礼状がきてお

ります。 
3. 高城神社より大祭のご案内がきております。         
 
 
 
 

 
 
 
 出 席 報 告 
例会日 9 月 1日 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ ２１  １８  ０  ５４％ 

 
お客様 
佐藤 孝太郎 様（行田RC）MU 
 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

橋田弥寿男ガバナー 
公式訪問でお伺いしました。よろしくお願い致し

ます。 

諸貫健一ガバナー補佐 
 本日は、おせわになります。 

間庭崇様、岩崎孝男様（熊谷東RC） 

 本日は南RCの皆様には大変御世話になります。宜

しく御願い致します。 

李一孝会長 

橋田ガバナー、諸貫ガバナー補佐、ようこそおい

でいただきました。本日は御指導宜しくおねがい

申し上げます。 

棚澤正行幹事 

橋田弥寿男ガバナー、本日はようこそおいでくだ

さいました。御指導よろしくお願いします。 

東クラブの皆様、本日は合同例会よろしくお願い

します。 

飯塚幸一会員 

橋田ガバナー、熊谷東・熊谷南ロータリークラブ

合同例会に、御越し頂きありがとう御座居ます。 

歓迎申し上げます。又本日の卓話楽しみにしてお

ります。御指導の程よろしく御願い申し上げます。 

吉田博三会員 
橋田ガバナーの公式訪問 歓迎申しあげます。 

宜しくご指導の程お願い申しあげます。 

遠藤信行会員 
橋田ガバナー公式訪問ありがとうございます。 

 今日の卓話楽しみにしております。 

田島武会員 
8月23日開催されましたNHK夏季巡回ラジオ体操

には四千人近い参加者が集り、全国に熊谷をアピ

ールし国体の宣伝も出来大成功でした。皆様のご

協力に心より感謝申し上げます。 

 NHK夏季巡回ラジオ体操 実行副委員長 

川野辺繁会員 
 橋田ガバナーの公式訪問歓迎します。 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



 

 よろしく卓話お願いします。 

 東クラブの皆様を大歓迎します。 

澤田將信会員 
 今日は、澤田で～す。今日は、東南合同の公式訪

問、橋田ガバナーご指導よろしくお願いいたしま

す。 

横堀弘会員 
 橋田ガバナーようこそ！ 

 今日はよろしくお願い致します。 

佐川順一会員 
 橋田ガバナー、ようこそ熊谷へ。本日の卓話よろ

しくお願いします。 

 

 

● 並木香理さんより近況報告 

 

 

 

kinnkyou houkoku okurete gomennnasai. u.s.a ni 
kite 1week tatimasita. kinoukara gakkou nimo 
itte imasu. host family ga totemo 
yasasikusitekure totemo jujitusita hibi wo 
sugositeimasu.  kotirano volley ball team nimo 
haittanode nannninn ka tomodati mo dekimasita! 
konomae ha tiheisenn kara tiheisenn madeno 

nihonn jya kanngaerarenaiyouna o-kina niji mo 
mimasita! america no o-kisa wo sirasaremasita! 
tyannto okureruka douka wakarimasennga 
shasinn wo okurimasu! host family, niji, football 
no shasinn (kinou hajimete mimasita.)  
  
p.s.kumagaya minami rotaly club nimo onaji mail 
wo sousinn simasita! ro-maji de yominikukute 
suimasenn. nihonn kara ha nihonngode heiki 
desu!  
（すべてローマ字です） 

 

今今週週ののメメーーキキャャッッププ  

ようこそいらっしゃいませ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤孝太郎様は行田 RCのチャーターメンバーで

あり40年間無欠席とのことです。 

 

メークアップ（Make-up） 

  仕事、その他、やむを得ない都合で、クラブの例会

に出席できないとき、その例会の前14日または、後

14日以内に、他のクラブの例会に出席し、出席を補

填すること。 

（参考：ロータリーの友 2004年9月号 P.15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 

行田RC  佐藤 孝太郎 様（92歳） 
 ホストファミリー 

 

バレーボールを始めました 
 


