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会長 李 一孝 

 
阪神淡路大震災がおこり10年が経ちました。 

昨年神戸の三宮に葬式で行った際、タクシーの運転

手さんが「神戸はもうあかんわ」と元気なさそうに

言ってました。その時は実感がわきませんでした。

しかし、ここ2～3日前のNHKの震災関連の番組を観

ると、10年経っても完全には復興せず深い傷跡が残

っているのがよく解りました。 

本当に地震は怖いです。私の先輩、後輩も長田区や

芦屋にいましたので皆さん苦労されていました。新

しいテナントに移ったばかりで被災したという先生
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム １月２６日（水） 
  卓話 下山二男氏  

職業奉仕委員会 加藤 博 委員長 クラブ奉仕委員会 矢部 喜明 委員長 

国際奉仕委員会 佐川 順一 委員長 新世代委員会 小野寺 弘行 委員長 



が何人かおりました。関西の先生が学会の発表で診

療所の機械が無惨に倒れた写真を発表の合間に入れ

ておられました。 

 関東大震災の時のロータリーの記録があります。

RIから東京クラブに25000ドルの災害復興資金が送

られました。当時の記録では、RI会長のガイガンデ

ィガーより電文がありました。内容は「RI及び全ロ

ータリークラブは深い同情の意を表す。如何なる事

であろうと、遠慮なく申しつけられたし」という物

でした。 

これが呼び水となり世界各国 503クラブからの

分を含め合計 89,800ドルの義援金が寄せられまし

た。東京クラブはこの義援金で、東京、横浜の小学

校188校に備品を寄贈、東京孤児院の新築、殉職警

察官遺族の援助などを行った。東京孤児院は「ロー

タリーの家」と呼ばれていたが第二次世界大戦で焼

失しました。東京クラブは、このロータリーの友情

を契機にして、今までの月一回の例会を毎週開催す

るように改めたと言われています。 

いずれにしましても関東地方に大きな地震がお

こる可能性は高いので被災された方には大変申し訳

ありませんが、その経験を良く聞いて生かせるよう

な、なにか対策、準備をしておいた方がよいかもし

れません。 

本日は2680地区、田中パストガバナーの阪神淡

路大震災に被災した当時の日記や震災への義援金を

ロータリーがどのように活用したかが述べられてい

る資料を持ってきました。 

この方は阪神大震災が起こった直後の 4月に翌

年のガバナーに指名され、お受けになった人です。

異常事態で、だれもが自分のことで精一杯のなかで、

指名を承諾されました。そして、エネルギッシュに

活躍されたようです。 この方のガバナー月信を読

んで、はじめてロータリーについてとても良く理解

できました。今年この方から年賀状を頂きました。

とてもうれしかったです。私はロータリアンとして

の重要な指針を田中パストガバナーから頂き、本当

に尊敬し、また感謝しております。 

本日はクラブ協議会です。5大奉仕の各委員長さ

んにはご発表よろしくお願い申し上げます。 

 
 
 
 
「上半期の反省と下半期の抱負の発表」 
 

幹事 棚澤 正行 

 

上半期の反省 
・ 活動計画書の不備が多かった 
・ 細かいことを言うと SAA と会長幹事の席が
離れているときがあり，連絡がいつもこそこそ

やっているのができなくて困ったことがあった。 
・ メーキャップカードについて不備があった。 
・ 完璧にしようとするといくら時間を使ってもき

りがない仕事だと思う 
 
上半期のよかったこと 
・ 事務局がよくやってくれた 
・ SAA，親睦，家族委員の皆さんの協力のおかげ
で例外がスムーズにできた。 

 
下半期の抱負 
 会長を中心とした南RCを盛り上げるために，で
きる範囲の中で一生懸命幹事の仕事をやり，飯塚年

度につなげるということです。 
 
 
李年度上半期を振り返って 
クラブ奉仕委員会    委員長 矢部 喜明 

 

 クラブ奉仕委員長という大役を仰せつかってから、

あっという間に半年が経過致しました。 
 
 さて、この半年の例会運営等をみますと、会員の

家族の参加の機会も多く、参加して楽しく、また会

員家族の皆様にも喜んでもらえたのでないかと思い

ます。 
 また、卓話についても有意義な話を聞け大変勉強

になったものと思います。 
 ニコニコＢＯＸについては、投函発表に工夫され、

楽しく発表を聞くことができたと思います。 
 
 クラブ奉仕委員会は、職業分類、会員選考、会員

増強、ロータリー情報、出席、クラブ会報、親睦活

動、家族委員会、プログラム、雑誌広報、ニコニコ

ＢＯＸの１１の小委員会から構成されておりますが、

李会長、棚澤幹事の指導のもと、各小委員会の委員

長さん、委員の皆さんの活躍があってこそ、無事、

半年、クラブ奉仕委員会の委員長の職務を行うこと

ができたものと思っており、会長、幹事、委員長を

はじめとする会員の皆様に感謝致します。そして、

当熊谷南クラブのクラブ奉仕委員会の委員長という

重責を仰せつかったことにより、改めて、人材の宝

庫といわれ、各業界、業種の優秀なリーダーが集ま

っているＲＣ活動の意義、ＲＣの存在価値を実感致

しました。 
 
 このように半年を振り返ってみますと、一方で当

熊谷南ＲＣ会員の皆様のお力でクラブ奉仕委員会の

委員長という重責を果たすことができたという気持

ちと共に、他方で、会員の増強、出席率の向上等に

ついて私自身の力不足、努力不足により委員長の職

ク ラ ブ 協 議 会 



責を十分に果たすことができなかった事も実感して

おります。 
 
 李年度も残るところ半年を切りましたが、李会長、

棚澤幹事の指導のもと会員、皆さんの更なる協力を

得て、残る半年、クラブ奉仕委員長の職務に務めて

いきたいと思っておりますので、よろしくお願い致

します。 
 
 
職業奉仕委員会    委員長 加藤 博 

 
いつもお世話になっています。 
職業奉仕委員会では、下半期の抱負として基本方針

の3番にかかげたこの不況を乗り切るための１つと
して「プラス思考の習慣」で道は開けるの考え方の

元を作られた阿奈靖雄先生の卓話を2月9日（水）
の例会に予定しています。 
先生は全国の商工会議所、大手企業から講演の依頼

が多く、全国各地をまわって活躍されています。又 

先生は本庄ロータリークラブの会員でもあります。

皆様この日は元気になりますので是非出席して聞い

てください。2 次会も渡辺さんの所で予定しており
ます。その時いろいろ質問も出来ますのでよろしく

お願いいたします。 
 
 
李会長年度上半期を振り返って  
国際奉仕委員会   委員長 佐川 順一 

 

 今年度 上半期の実績を申し上げます。 
「アフガニスタン地雷除去・および被害者支援募金」

に関しまして、昨年12月末日現在、40,000円・「世
界寺子屋運動支援募金」 同 10,000円を計上いた
しております。また、埼玉ユネスコ協会主催の「ネ

パール奨学里親登録」には本会から李会長・棚澤幹

事それに私の３人が登録をすませました。今年夏こ

ろには３人のネパール人の子供が奨学金で通学でき

そうです。残りの期間で一層の募金増額を目指して

いますので、よろしくご協力お願いします。 
また、姉妹クラブ オーストラリア・アッパーヤー

ラRCならびにベラルーシ・ミンスクRCとはホー
ムページ上で近況等をメールで交換することなども

考えております。 
 
 
新世代委員会  委員長 小野寺 弘行 

 
新世代委員会上半期の報告及び下期に向けての抱

負を報告させて頂きます。 
上半期の活動と致しまして、交換留学生として並木

香理さんを派遣し８月２０日サンティロ・ローズさ

んを受け入れました。 
 ホストファミリー受け入れ日程 
8月20日 ～  9月19日  吉田博三 会員 
9月20日 ～ 10月  9日  李 一孝 会長 

10月10日 ～  1月31日  並木孝夫 氏 
2月  1日 ～  3月31日  埼玉 勝 会員 
4月  1日 ～  6月  9日  関口泰男 氏 
吉田・李・並木様には大変お世話になりました。こ

れからお受け頂く埼玉・関口様よろしくお願いしま

す。 
下半期の活動目標として、交換留学生の受け入れ先

の熊谷西高校から交換留学を継続して頂きたい要望

がありますので交換留学生の健全育成に厳しく取り

組みたいと思います。 
 
 

会長 李 一孝 
 

クラブ協議会を総括して少し述べさせていた

だきます。今まで私が考えている健康に対する

概念についてお話ししました。私は大した歯科

医ではありませんが、26年間、約3万人の患者

様を拝見して、3万人の方の健康に関わってき

ました。健康について私が感じたことで少しで

も皆様のお役に立てたらと思います。 

グレンエステスシニア RI会長の今年度のテー

マも保健問題と水です。 

皆さんには是非健康について認識を新たにして

いただきたいと思います。 

会員増強についてですが、残念ながら当クラ

ブでは上半期増強はできませんでした。しかし、

私の義理の弟が行田市役所の近くで半田歯科医

院という歯科医院をやっておりまして、ロータ

リーについて説明したところ共感してくれて、

行田さくらロータリークラブに今月入会しまし

た。大きな意味でロータリアンを一人増やした

ので良しとしたいと思います。 

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しましたが今年

度は新しいパソコンを導入し、地区からの連絡

は全てメールでやりとりしております。橋田ガ

バナーは2570地区の全クラブにIT化をと叫ば

れておりました。何とか対応できてると思いま

す。 

会報に関しましてもパソコンを利用して、メ

ールにて原稿をやり取りして大野委員長、馬場

副委員長には多大なご努力を頂き、センスの良

い会報をスムーズに発行していただいておりま

す。 

ホームページに関しては加藤博職業奉仕委員

長のお力で私の年度が始まった直後に立ち上が

りました。会報のペーパーレス化も検討中です。



紙に印刷ご希望の方のみプリントして、基本的

にはホームページ上でごらん頂くようにしたい

と思います。システム自体はほぼできあがって

おります。 

親睦家族委員会、SAA、ニコニコボックスの

方々には例会を盛り上げていただいて感謝して

おります。 

職業奉仕に関連して、ロータリー１００周年

を記念してロータリーの歴史についてお話して

おります。下半期も職業奉仕の理念の理解に勤

めたいと考えております。また、さらなる職業

奉仕理念の理解の為、ロータリーの歴史に関す

るいろいろなエピソードを少しずつご紹介して

お話したいと思います。 

社会奉仕の国体関連に関しましては、山口会

員のご尽力により埼玉県の射撃協会へ援助し、

長瀞の射撃大会に移動例会として見学に行った

ことにより国体協力できたと思います。国体の

開会式には交換留学生のローズさんにも参加し

ていただきました。 

佐谷田小学校でのムサシトミヨの越夏調査に

は多数の会員のご参加頂きありがとうございま

した。今年は２００匹あまりが夏を越せて良い

結果でした。 

ロータリー財団(山口会員、飯塚会員、新井会

員、ベネファクターに私が協力しました。上半

期でクラブとしての財団への協力は達成しまし

た。国際奉仕の下半期の最大の目標はオースト

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とのホームページ上での交流です。

ただ言葉の壁があるのでなんともいえないのが

現状です。 

新世代委員会としましては、並木さんは５ヶ

月間アメリカ生活をエンジョイしているようで

す。ローズさんもまた日本の生活をエンジョイ

しているようです。会員の皆さんには、日本び

いきになってアメリカへ帰れるように応援よろ

しくお願い申し上げます。 

 
                                                                                                                    

 
 

幹事 棚澤 正行 

1. 高城神社より 
節分祭の案内 

2. 熊谷国際交流協会より 
＊シェイクハンズ No.41号 
ローズさんの出場したスピーチコンテストの

写真が表紙 
3. 地区より 
＊第3回会長幹事会のお知らせ 
＊100周年記念事業の記念碑除幕式の案内 

＊2月24日の IMのスケジュール表 
＊スマトラ沖地震に関する救援金についてのお

知らせ 
4. 熊谷西RCより 
＊例会変更のお知らせ 
 

 
 
 
 出 席 報 告 
例会日  １月 １９日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９ １９ １９ １ ５１％ 
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李一孝会長 
最近、寒くて、外へ出る気になれず、運動不足で

す。思いきって昼間の診療時間を1時間けずって
ウォーキングタイムにしようかと思っています。 

棚澤正行幹事 
本日は5大奉仕委員長の皆様の発表となっており
ます。よろしくおねがいします。 

山口茂会員 
萎澤先生、先日は早く見ていただきまして、あり

がとうございました。おかげ様で良くなりました。

今後とも見捨てずにお願いします。ロータリーの

友情に感謝します。 
［奥様誕生］ 
萎澤利行会員 
妻に美しい花を有り難うございます。 
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