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第３４１回 卓話 宮坂俊一氏 （ISO について）  

 

 

 

 

 

 

 

第 12回 外国人による日本語スピーチコンテスト(熊谷市立商工会館大ホール、11月7日) 
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本日のプログラム１１月１０日（水） 
財団学友の卓話 手塚隆司氏 

BVQI 宮坂俊一氏 お礼を述べる李会長 

熊谷南ロータリークラブ会長賞を手渡す李会長 李会長、棚澤幹事、田島会員(熊谷市国際交流協会副会長) 

熱弁を揮うサンティロ・ローズさん 

※ 特別賞・熊谷南ロータリークラブ会長賞は権瑞英（ケ

ン ズイエイ）さん（中国）が受賞しました。 
学生：滞在4年4か月 「私と日本の『縁』」---写真左

※ 交換留学生 サンティロ・ローズさんは敢闘賞を受賞

しました。「留学生活について」---写真左下 



 
 
 

会長  李 一孝 
 
皆さんこんばんは。 
いよいよ彩の国まごころ国体が始まりました。先

週の土曜日は開会式に行ってまいりました。陸上競

技場のグラウンドを埋め尽くす人々の踊りには感動

しました。多くの人間のエネルギーがひとつの場所

に集中すると本当にすごいと思いました。天皇、皇

后両陛下の肉声によるご挨拶も拝聴できましたし、

良い思い出ができました。 
また翌日の日曜には長瀞の射撃場で移動例会でした

が埼玉の選手6人を応援し、監督に寄付をお渡しし
て、激励してまいりました。その後有隣倶楽部にて

出席者全員、和気藹々で会食し、親睦が深まった有

意義な移動例会でした。 
17 日には社会奉仕セミナーに出席してまいりま
した。アイバンクへの協力についていろいろなお話

を伺ってまいりました。是非とも会員ならびにご家

族には献眼登録にご協力いただきたいと思います。 
19日に第4回東、南ロータリークラブ合同ゴルフ
コンペが開催されました。 
もう完全に一つのコンペという雰囲気でした。ゴ

ルフ場では東クラブと南クラブの境はなくなったよ

うに感じられました。台風 23 号がくる直前でした
が小雨で幸運でした。 
本日は理事会がございました。総括的事項だけご

報告申し上げます。まず前回理事会の議事録が承認

されたこと。東クラブの野中ガバナーエレクトから

次年度地区副幹事一名、地区大会の副幹事1名ない
し2名ということで要請がありました。パスト会長
から出すということで決まりました。 
野口先生の書かれた字が切手になります。会でと

りまとめて注文することになりました。ご協力お願

い申し上げます。 
新潟県中越地震義援金をお願いします。皆様から

のご援助をよろしくお願い申し上げます。 
本日の卓話はＩＳＯについてです。講師の宮坂様、

大変お忙しいところ遠方より本当にありがとうござ

いました。 
 
 
 
ISOについて 

BVQI 宮坂俊一氏 

ISO９００１とは・・・ 

今成功している多くの企業の勝因は、その品質の高

さにあります。品質をお客様の要求事項として捕ら

え、顧客満足を向上させる仕組み作りを通して、品

質を高めていくという運営活動が ISO９００１の品

質マネジメントシステムです。品質に焦点をあてる

ことで、無駄がなく、しかも市場やお客様のニーズ

をより的確につかむような仕組み作りの経営手法と

考えることができます。 

※ 詳しい内容につきましては例会時配布資料を

ご参照下さい。 

 

品質・環境・情報セキュリティのシステム認証はＢ

ＶＱIにおまかせください。 

■日本初のISO9001認証もBVQIから始まりました。 

日本初のISO9001認証審査を1989年11月にBVQI

が実施してから、日本国内においては、これまでに

２３５０以上のお客様に認証書をお届けして参りま

した。また、BVQIは、８０を超える国々に３５のグ

ループ会社と事業所があり、全世界で５５,０００社

以上のお客様にサービスを提供しています。 

BVQIは、お客様の組織運営を尊重し、お客様に有意

義な認証書をお届けします。 

■お届けできる認証規格■ 

品質マネジメントシステム認証（ISO9001）・環境マ

ネジメントシステム認証（ISO14001）・情報セキュリ

ティマネジメントシステム（ISMS）・ワンストップ審

査（複数の管理システムの同時認証取得にお応えし

ます。）等 
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幹事 棚澤 正行 

1. 熊谷籠原ロータリークラブより 
会報，チャリティゴルフ大会参加と協賛の案内 

2. 熊谷市コミュニティづくり市民協議会より 
活動実行賞の表彰式についての案内 

3. 熊谷地区暴力排除協議会より 
負担金の納入についてと大会への参加について 

4. 青少年委員会より 
並木香理さんの9月次報告書 
第 5 回オリエンテーションの「小江戸川越ツア
ー」の案内 

5. 米山奨学会より 
ハイライト米山５６と寄付金の納入明細票 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

卓  話  



6. 地区より 
渋沢翁関連マップ 

7. 地区より 
台風23号，新潟県中越地震義援金についてのお
願い 

 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日10月27日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ １８ ２１ ０ ４６％ 

 
 国際交流委員会より報告 

第12回外国人による日本語スピーチコンテスト 
11月7日（日）午後1時 
熊谷市立商工会館大ホール 

 
交換留学生 サンティロ・ローズさんを含め17名
の外国人が参加。 
ローズさんは「留学生活について」をスピーチし敢闘

賞を受賞しました。 
 
熊谷南ロータリークラブ会長賞は権瑞英（ケン ズイエ
イ）さん（中国）が受賞しました。 
学生：滞在4年4か月 、テーマ：「私と日本の『縁』」 
 
参加者（7名）： 
李会長、棚澤幹事、飯塚会長エレクト、田島会員、

清水会員、渡邊会員、馬場会員 
 
尚、外国人による日本語スピーチコンテストについ

ては下記日程でテレビ熊谷にて放映致します。 
放映日 ：12月12日(日) 
放映時間：13：00～ 
  20：00～ 
 

 
 李年度第2 回ゴルフコンペ 

美里ゴルフ倶楽部 （10月19日） 

 
◇競技成績◇ 

    OUT  IN  TOTAL  HC   NET 

優勝 李 一孝   39 39  78  1   77 

準優勝 馬場 孝   40 42  82  4   78 

第3位 横堀 弘   41 41  82  1   81 

第4位 遠藤信行   41 51  92  9   83 

第5位 澤田將信   59 50 109 22   87 

B.B 間宮真路   51 49 100  7   93 

 B.M 飯塚幸一   58 57 115 22   93 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

李一孝会長 

彩の国、まごころ国体の成功を心から祈っており

ます。すばらしい開会式でした。先日の東クラブ

との合同ゴルフコンペは親睦が深まり大成功だっ

たと思います。 
 
棚澤正行幹事 

BVQI ジャパン(株)オペレーションマネージャー
宮坂俊一様本日はお忙しい所ようこそ南クラブへ、

本日卓話よろしくお願いします。 
 

澤田將信会員 

サワタです。27日妻、宮子の誕生日です、私は都
忘れの花をプレゼントしました。ジョーダンです。

会報にはのせないでください。 
宮坂俊一先生、卓話よろしくお願いします。 

 
馬場孝会員 

10月19日の熊谷東・南ロータリークラブ合同ゴ
ルフコンペでは優勝させて頂きありがとうござい

ました。 
又、宮坂様本日の卓話宜しくお願い致します。 

 

委 員 会 報 告 

優勝 李一孝会長 



遠藤信行会員 

本日は、申しわけありません東京出張の為出席で

きません。卓話楽しみにしていたのに残念です。

よろしくお願いします。 
 
山口茂会員 

24 日の埼玉国体クレー射撃の応援にお越し頂き
ありがとう御座いました。御蔭様で埼玉県チーム

は準優勝に輝き、喜んでおります。 
本日はまだ例会に出席する事が出来ませんが、来

月からは例会に出席しますので、その時改めて皆

様に御礼を申し上げたいと思います。ありがとう

御座いました。 
 
【奥様誕生】 
岡部俊之会員 

妻に美しい花を有り難うございます。 
 

 

●サンティロ・ローズさん誕生日おめでとう 

（11月2日、17歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストファミリー・並木さん宅にて 

並木さんに買って頂いた着物をお披露目 

熊谷西高校のお友達と記念撮影 

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/ 


