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第３６５回 卓話・栗山昇ロータリー情報委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
会長  李 一孝 

 
皆さん今晩は。 
本日は第 2570地区ロータリー情報委員長の栗山
昇様。 

大変お忙しいところ熊谷南ロータリークラブに卓

話においでいただきありがとうございます。 
私は次年度地区のロータリー情報としてご指名を

頂きました。 
次年度は栗山様の下で、地区の活動をしていくこと

になっております。 
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム ５月１８日（水） 
 榎本会員・イニシエーションスピーチと 
      卓話「小児医療について」 

新入会員・松本幸久 会員 地区口―タリー情報委員長 栗山 昇 様 

入会式を終えての松本会員(写真左・李会長、右・棚澤幹事) 栗山委員長に謝辞を述べる李会長 



今後ともよろしくお願い申し上げます。 
また本日の卓話よろしくお願い申し上げます。 
それから、今日は大変うれしいことがございます。 
われわれに新しい仲間ができました。 
松本様です。棚澤幹事がスポンサーでございます。 
月曜日に松本様と棚澤幹事とご挨拶ということで 3
人でお会いしました。 
会長として「ロータリーとは」という話題でお話を

しました。 
ロータリーでいろいろなことを学んで、素晴らしい

ロータリアンになっていただきたいと思います。 
唐突ではございますが、グレン Eエステス・シ
ニア RI会長の今年度のテーマはロータリーの 100
年の歩みを祝おうということです。 
昨年のペッツの後、RI 会長方針にのっとり、そし
て今後の熊谷南ロータリークラブのことを考えた

時に私は何をすべきか？ 
その結論として会員の皆様とロータリー100年の歴
史を学ぶことが重要と考えました。そしてロータリ

ーの歴史や綱領の内容およびその変遷を私なりに

資料を集め、会長挨拶におりまぜてお話させていた

だきました。 
先月は桜の花見、韓国への家族親睦旅行、そして

地区大会と移動例会が多く、このサンルートの定例

会でロータリーを語りあうことができませんでし

た。 
今日はじっくりロータリーを勉強したいと思い

ます。 
 
 
 
 

2004年規定審議会で採択された主な制定案 

地区口―タリー情報委員長 栗山 昇 様 

 

1・e一クラブヘのメークアップ 
現在 RI で承認しているサイバークラブは、一番
最初に出来たイークラブワン 外27クラブで、同
クラブのホームページのメークアップ欄にアクセ

スすることで5分間ぐらいでメークアップ・カー
ドが発行される。 

2・ロータリー親睦活動へのメークアツプ 
クラブの親睦活動ではなく、ある一定条件の下に

国際ロータリーから承認された 
ROTARY FELLOWSHIP(ロータリー親睦活動)
の会合に参加することによりメークアップが認め

られる。 
3・理由ある出席免除会員のクラブ出席率計算の分
母、分子からの除外 

85年規定適用会員、理事会で出席免除を承認され
た会員については、欠席してもクラブの出席率計

算には適用しない。 

4・クラブ会長エレクトが、PETS、地区協議会欠席
の場合、会長に就任できない 
就任出来ない旨の罰則規定が明文化された。 

5・会長ノミニーの役職の新設 
次次年度会長の名称が会長ノミニーに字句が変更。 

6・国際ロータリー、地区全ての財務報告の改正 
RI会長・RI会長ノミニー・RI会長エレクト・出
先事務所・R財団管理委員長・地区ガバナー・ガ
バナー事務所の全ての財務書、費用報告書を公開

する。 
7・パスト創立会長に対する例外 
ガバナーになるための条件の一つにクラブ会長を

全期(1年)努めるとありますが、創立会長には、こ
の規定を適用しない。 

8・ガバナー選出期目の変更 
ガバナーとして、就任する目の直前 24 ヵ月以上
30ヵ月以内に選出 

9・人頭分担金の値上げ 
2004-05年度は19ドル50セント、2005-06年度
は、21ドル50セント、2006-07年度以降は、23
ドル50セントに増額。 

10・報酬を受ける国際ロータリー唯一の役員は、事
務総長のみである 

RI細則5.030.3は全て抹消された。  以上 
 

 
 

 

 
松本 幸久 会員 

 

皆様はじめまして、只今紹介いただきました。松

本幸久と申します。 
今回、熊谷南ロータリークラブの幹事である棚澤

社長に誘っていただき、メンバーにさせていただき

ました。若輩ではございますが、なにとぞよろしく

お願いします。 
まず、私の自己紹介からお話したいと思います。

生年月日は昭和 48年 3月 20日・川本町で生まれ、
育ちました。熊谷高校定時制に通いながらオートバ

イ輸出専門商社で3年聞働き、オートバイの技術・
販売を学ぶため19歳から27歳まで、オートバイ販
売店で働き、2000年 10月に退職し、2001年 1月
にバイク部品の通信販売専門店・松本商会を始めま

した。 
発足当時は FRP パーツを中心に、オリジナルパー
ツの製造販売をメインに通信販売を展開、実績を積

み、2002 年の 4月には法人として有限会社松本商
会をスタートしました。そして、去年の 4 月には、
念願だったオートバイショップ・ラプターをオープ

ンして現在に至ります。 
今は、総勢5名の小さな会社ですが、自動車部門・

卓  話  

新 入 会 員 ・ 挨 拶  



車両販売から修理までも充実して、総合的なパーツ

ショップを目指しています。家族構成は、母親と、

妻・子供が三人です。去年の 11 月に娘が生まれ、
にぎやかな毎目を過ごしています。 
今日から、熊谷南ロータリークラブに入り、一、

会員として恥じないような経営をし、人格を磨き頑

張って生きたいと思います。 
また、会長をはじめ皆様先輩がたとも、この会を通

じ友好を深め、また、ご指導していただき、社会に

奉仕できるように努めてまいりたいと思います。 
簡単ではございますが、これで私の挨拶に変えさせ

ていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
 
                                                                                                                    

 
 

幹事 棚澤 正行 

1．札幌南RCより 
 
２．熊谷市コミュニティづくり市民協議会より 

＊ 17年度定期総会のお知らせ 
 
３．週間タイムス 
 
４．並木香理さんより月次報告 
 
 
 
 
 
新世代委員会       委員長 小野寺 弘行 
 
ローズさんのホストファミリーが決まりました。 
5月14日～6月8日、森山正芳さんにお世話にな
る事になりました。棚澤幹事と、引越しに行ってま

いります。 
又、引越し後にローズさんと棚澤幹事と、オリエ

ンテーション閉講式・歓送行事に出席します。これ

でローズさんの行事は、最後となります。 
 
 
 出 席 報 告 
例会日  ５月 １１日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４１ ２２ １８ １ ５６％ 
お客様：栗山昇ロータリー情報委員長 
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李一孝会長 
栗山様、本日は卓話宜しくお願い申し上げます。

松本幸久様、入会おめでとうございます。 
棚澤正行幹事 
本日は栗山委員長お忙しい中、南クラブへおこし

頂きありがとうございます。卓話よろしくお願い

します。 
松本会員入会おめでとうございます。期待してお

りますのでロータリー活動がんばって下さい。 
吉田博三会員 
本日、出席できなくて申し訳ありません。栗山委

員長の卓話を楽しみにしておりましたが残念です。

御盛会を祈ります。 
井上哲孝会員 
保険の井上です。松本幸久さん、ご入会おめでと

うございます。次年度、親睦委員を宜しくお願い

致します。井上でした。 
渡邊藤男会員 
松本さん南クラブ入会おめでとうございます。 

澤田將信会員 
澤田で～す。本日は、栗山情報委員長さん、いつ

も地区でお世話になってます。今日は、ロータリ

ー情報よろしくお願いします。 
松本幸久会員 
はじめまして。今回ご縁があり、このクラブに入

会させて頂きました。がんばりますので、何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 

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/ 


