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第３７１回 クラブ協議会「一年を顧みて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
会長  李 一孝 

 
本日のプログラムはクラブ協議会「1 年を振り返
って」と言うことになっております。今日の例会が

終了しますと次回の引継ぎ例会を残すばかりとなり

ました。いよいよ次週で私の年度のプログラムはす

べて終了です。何とかここまでやってこられたのは

今日ここに参加されている会員の皆様、またきょう

ご都合で欠席されているすべての会員の皆様のご協

力の賜物と理解しております。心から感謝申し上げ

る次第でございます。それから棚澤幹事には言葉で

は表現できないご協力を頂き、本当にありがとうご

ざいました。 
今日は私の年度の最終理事会がおこなわれました

が、最後にうれしいビッグニュースがあります。新

入会員の入会の承認を頂きました。来週の引継ぎ例

会で入会式をおこなうことになっております。これ
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム  ６月２９日（水） 
     引 継 例 会  

職業奉仕委員会 加藤 博 委員長 国際奉仕委員会 佐川 順一 委員長 

クラブ奉仕委員会 馬場 孝 副委員長 社会奉仕委員会 渡邊 藤男 副委員長 新世代委員会 井上 哲孝 副委員長 



で私の年度は 3名の退会がありましたが、3名の新
入会員の入会で受け継いだ数を維持することができ

ました。棚澤幹事には2名のご推薦を頂き、会を代
表してお礼申し上げる次第でございます。 
本来ですと 6月 19日から開かれているシカゴで
の国際大会に参加しなければいけないところですが、

あいにくシカゴへ行くことはできませんでした。

100周年の記念すべき国際大会ということで、参加
できないのは非常に残念でございます。今、6月22
日午後 7時はシカゴでは 6月 22日午前 5時でござ
います。6月22日は最終日です。あと7時間ぐらい
たつと大会はクライマックスで最高の盛り上がりに

なるところだと思います。昨年は棚澤幹事、島崎会

員と大阪大会へ出席しましたが、きっとその数十倍

の盛り上がりだと思います。 
東京ロータリークラブのメンバーである玉村様が

東日観光株式会社の相談役をなされていますが、国

際ロータリー年次大会参加旅行のご案内と言うパン

フレットを作っておられます。そのなかに「ポール・

ハリスゆかりの地巡りの旅 11 日間」、旅行代金
868,000円というツアーのご案内があります。シカ
ゴへはいけないので今日はポール・ハリスゆかりの

地の写真をパソコンに入れてきました。このツアー

を私のパソコンのプレゼンテーションで疑似体験を

していただきたいと思います。 
 
 ※巻末５頁、６頁をご参照下さい。 
 
 
 
 
一年を顧みて 

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１年が経過致しました。 
 
 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、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、１年を乗り越える

ことが出来たのものと思い、改めて、ロータリーの友

情に感謝の気持ちを持つに至っております。 
 
 この一年間の活動を具体的にみますと、李会長、加

藤博社会奉仕委員長の努力により、ホームページを設

けることが出来、充実した広報が可能になったように

思います。また、納涼例会に始まり、クリスマス例会、

親睦旅行等々と例年以上に充実した楽しい企画が行

われ、会員および家族の間における親睦が深まったの

でないかと思います。 
 
 私自身、委員長としては、何も出来なかったにもか

かわらず、このような充実した一年を過ごすことが出

来たことについて、改めて、熊谷南ＲＣ会員に感謝し

たいと思っております。 
以 上 

 
「一年を顧みて」 

職業奉仕委員会   委員長 加藤 博 

 
職業奉仕委員長として「1 年を顧みて」と言うこと
で発表いたします。 
 

2月9日第353回の例会に本庄南RC会員のコン
サルタント阿奈靖雄先生に卓話をしていただきまし

た。題は「プラス思考の習慣で道は開ける」です。

内容はホームページにも掲載してあります。いやな

話ですが平成10年～16年までの7年間連続で毎年
3 万 2000 人前後の自殺者が出ています。こうした
自殺者はマイナス思考に陥った結果です。プラス思

考に考え方をかえればこのようなこともふせげると

いうことです。 
長寿者の98.8％を調べた共通点は、ほぼ全員が ① 
クヨクヨしない ② ものごとを楽観的に考える、

の2点が共通点でした。つまりクヨクヨしないでプ
ラス思考で生きている人ほど若々しくて元気なので

す。病気で体が動かなくなってしまっては、仕事ど

ころではなくなります。健康に気をつけて、仕事や

り職業を通じて、世の中のためになることをお願い

する所であります。 
次に、5月25日の例会では熊谷南ロータリークラ
ブのホームページの説明をさせていただきました。

今年度の李会長の方針で南クラブにもホームページ

ができました。 
パソコンからホームページを開きますといろいろな

ことがでてきて休みがちのメンバーでも、これさえ

みれば例会の様子がよくわかると思います。又 全

国の他のクラブのホームページをみますと、なるほ

どと感心するようなクラブの報告があり、勉強にな

ります。会報については、ホームページ上に掲載し

てありますのでいずれ、ペーパーレスになれば経費

の節約にもつながるのかもしれません。 
私としてはこの1年間は李会長、棚沢幹事さんと
ホームページの製作からはじまり会報のUP掲示板
PATIO の使い方といろいろとかかわりさせていた
だき大変勉強になりました。 

ク ラ ブ 協 議 会 



最後になりますが11月18日に行われた職業奉仕
部門セミナーでは基調講演の「21世紀に活かす渋沢
栄一の思想と行動」のテーマで講師石井浩氏の話の

中で心にのこったことです。渋沢栄一先生は企業の

発展がなければ国家の発展はないという考え方をも

って、あのすばらしい業績を残されたことに対して、

何とすばらしい人物であったかと言うことを感じさ

せられ大変勉強になりました。 
1 年いろいろ勉強させていただきありがとうござい
ました。 

以上 
 
 
社会奉仕委員会  委員長 下田 眞弘 

 
社会奉仕委員会としては、ムサシトミヨの越夏調

査、ゴミ拾い、しだれ桜の植樹等を行なってまいり

ました。 
ムサシトミヨの越夏調査においては、小雨の中、

たくさんの方にお集まりいただきました。 
ゴミ拾いにおいては、大変申し訳ありませんが委

員長欠席のもと、皆さま大変ご苦労さまでした。 
最後にしだれ桜の件ですが、例年より少し値段が

高く、負担が増えてしまい、ある会員の方には指摘

を受けましたが、例年よりも大きく、又、橋本造園

さんにも気持ち良く植樹をして頂きました。今後も

続く植樹ですので、金額よりもそれに関わる方々と

の気持ちの良い行事であって欲しいと思います。 
大変休みが多く、申し訳ありません。 

 
 

一年を顧みて 

国際奉仕委員会  委員長 佐川 順一 

 
  ２００４～２００５年度（李会長）において一

年間 委員長を勤めさせていただきました。今年度

の２５７０地区の事業実績および本熊谷南ＲＣの事

業報告をさせていただきます。 

１．「識字率向上」プロジェクトとして「世界寺子屋

運動」を立ち上げこれを支援してまいりました。 

１）「ネパール学校支援プログラム」に対して地

区より総計420万円を支援しました。 

 ２）「ネパール里親プログラム」本会から3名、地

区全体では計351名を数えました。 

３）地雷被害者の自立支援として当地区から 20

万円をミャンマー大使館へ寄付。 

   本クラブは４万円を計上しました。 

２．「環境保全プロジェクト」２０００年度から 5

ヵ年計画として発動した本プロジェクトも今

年度は完結年度として非営利｣団体「アフガニ

スタン難民を助ける会」を通じて１４２万円

を被害者支援金として寄付いたしました。 

 

３．「災害支援」プロジェクト 昨年12月26日のイ

ンドネシアを襲ったスマトラ沖大地震に対す

る緊急支援金として地区義援金積み立て資金

から80万を支援。 

 

  以上、国際奉仕委員会の今年度の事業実績をご

報告申し上げました。詳細な最終実績に関しまして

は「ロータリー雑誌7月号」および「ガバナー月信

13号」に掲載予定です。あらためまして、この一年

間 会員の皆様のご支援・ご協力に対して厚く御礼

申し上げてご報告とさせていただきます。 

 

 

新世代委員会     委員長 小野寺 弘行 

 

０̀４－ ０̀５新世代委員会活動を報告いたします。

本年度は、海外留学生の受け入れ、また熊谷西高校

などとの交流を主目的に活動してまいりました。海

外留学生の受け入れにつきましたは、昨年よりサン

ティロ・ローズさんを迎え入れ、会員の皆様の多大

なるご協力の下、先般ご報告させていただきました

様に、大きな事故もなく無事に帰国させることがで

きました。本当にありがとうございました。また、

熊谷西高校には、交換留学生・並木かおりさんを通

じて新しい世代との交流を積極的に推し進めること

もでき、有意義な活動を展開できましたことを報告

させていただきます。残念ながら次年度は、交換留

学生の受け入れが一旦中断いたしますが、今後、次

年度の新世代委員会の皆様方には、より一層のご活

躍をお願いいたしまして、本年度新世代委員会の年

次報告とさせていただきます。ありがとうございま

す。 

以上 

 
                                                                                                                   

 
 

幹事 棚澤 正行 

1. 地区より 
＊ クラブ事務所・例会場等に関するお問合わせ 
＊ 会長，職業奉仕委員長あてに，お礼  

 
2. クラブ米山奨学会より 
＊ ハイライトよねやま６４ 
＊ ５月の寄付金傾向 
＊ 寄付金納入明細総合表 

 
3. ロータリー財団学友会より 
＊ 学友会ニュース６月号 

幹 事 報 告 



 
4. 熊谷の環境を考える連絡協議会より 
＊ 環境大臣表彰受賞のご報告 
＊ ありがとう通信第９号 

 
5. さいたま地方検察庁法務部検察広報官より 
 ＊ 裁判員制度広報の講演のご案内 
 
 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日  ６月２２日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４１ ２２ １９ ０ ５４％ 

 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

李一孝会長 
 本日はクラブ協議会です。五大奉仕の委員長様、

よろしくお願い申し上げます。 
棚澤正行幹事 
 本日のクラブ協議会、四大奉仕委員長、新世代委

員長の「一年を顧みて」の発表よろしくお願いし

ます。 
澤田將信会員 
 こんばんは、サワタでした。よろしく！！ 
［会員誕生］ 
吉田博三会員 
 誕生日を祝っていただき有り難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 



○「ポール・ハリスゆかりの地巡りの旅 11日間」 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


