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第４１６回 次年度担当例会 

 
  力強く抱負を語る山口茂 次期会長        渡辺幹事 山口シゲトヨの妻役 よろしく頼みます。 

 

 
 

 
次年度会長 山口 茂 

皆さん今晩は。 
本日は２回目の次年度担当例会という貴重な時間の

中で、前回に続き、話しをさせて頂きます。 
・ ウィリアム・ビル・ボイドＲＩ会長テーマ  
 率先しよう Ｌｅｅｄ Ｔｈｅ Wａｙ 

・ ２００６～２００７年度２５７０地区鈴木勲二

ガバナーテーマ 
ロータリーに活力を！あなたが主役 

・ 私の方針として 
ロータリーの基本に戻って、ロータリー理念を遵

守し、南クラブとしての現在までの歴代会長が残さ

れた良い事は継続し、創立１５年、２０年と向うに

当たって、皆さんと南クラブに入会する事によって

知り合えた縁を大切にして存続、継続、拡大して行

ける様にと考えています。そして、次年度は１０周

年とも言うべき節目の年を、何とか努めたいと思っ

ております。それには、皆さんの御協力が絶対条件

ですので、よろしくお願い致します。７月５日の次

年度第１回例会の出席を楽しみに致しております。 

                            

 
 
 
 

 

 

 

次年度幹事 渡邊 藤男 

 
１． ガバナーエレクト事務所より 

＊ 米山奨学部門セミナーのご案内 
２． ガバナー事務所より 

＊「友」インターネット速報№２３７ 
３． 高城神社より 

＊ 胎内くぐり(大祓式)のご案内 

４． 熊谷市コミュニティづくり市民協議会より 

＊ コミュニティ活動実行賞の候補者の推薦

について(依頼) 

以上が届いております。 
 
 

Ｎｏ．４４ 

 

会 長 挨 拶 本日のプログラム  ６月２１日（水） 
       クラブ協議会 

 

幹 事 報 告 



 
 

次年度社会奉仕委員長 棚澤 正行 会員 

 
 次年度社会奉仕委員長を仰せつかりました棚澤で

ございます。 
 山口エレクトの梅雨を露払いする明るいカラーの

様に抱負を語れということですので，発表させてい

ただきます。 
 副委員長に大野さんという強力な助っ人について

もらい，地域奉仕と環境保全に力を入れていきたい

と思います。 
 継続事業としての運動公園への桜の植樹，ムサシ

トミヨの保護活動としての越夏調査など例年の通り，

移動例会として企画しております。また，ゴミゼロ

運動への参加をすることでの地域への奉仕，山口エ

レクトより指示を頂き，新たな地域奉仕を計画中で

あります。 
 何かと行き届かないとは思いますが，頑張ってや

っていきたいと思いますので，皆様，次年度社会奉

仕委員会へのご協力よろしくお願いいたします。 
以上 

次年度職業奉仕委員長 馬場 孝 会員 

 
次年度・山口会長年度の職業奉仕委員長を拝命しま

した馬場です。 

私自身ロータリー歴はまだ5年で、職業奉仕とは何

たるものかが解らない未熟ものですが、富山副委員長、

澤田ﾊﾟｽﾄ会長に助けていただきながら活動して参り

ます。一年間よろしくお願い致します。 

 次年度職業奉仕委員長として何ができるかと考え

たところ、次年度テーマは「率先しよう」ということ

です。まず私から率先して会員の皆様の「職業紹介」

「企業のイベント紹介」等を行い、会員に有益な情報

を発信したいと考えております。 

例えば、我がクラブの小野寺良彦会員の企業（読売

新聞・販売）では購読者や地域住民向けに寄席を企画

したり、農産物の提供をしたり、かわら版の発行をし

たり地道な活動を行っております。この様な情報のお

知らせ、またお店のバーゲンの案内など会員の代わり

に私たちがあなたのお店（会社）の宣伝部長を引受け

ます。 

会員の皆様からこれを伝えて欲しい情報がありま

したら、私か委員にご連絡下さい。 

また毎年行われております職場訪問につきまして

は、見識を高める職場見学や、普段見学が困難な施設、

例えば理化学研究所、宇宙観測所、自衛隊施設、東京

電力の発電所などを考えております。 

本日は山口年度の意気込みにとどめ、また次回の発

表の際に基本方針、活動計画を述べたいと思います。 

一年間よろしくご協力の程お願い申し上げます。 

 
 
 
 

皆さん今晩は、次年度より親睦委員長の大任を預り

ます。松本です。 
私のような若輩者がこの親睦と言う大きな仕事を１

年間やっていく為には、皆様のご協力なくしては考

えられません。まだまだ未熟で、至らない点もある

かもしれませんが、どうぞ最後までお付き合い下さ

い。 
 まずこれからの親睦委員としての指針を申し上げ

たいと思います。「ロータリーは親睦で始まり親睦で

終わる」という会長の方針にそって、親睦とは次の

行動にステップアップ出来る為の、奉仕活動・準備

の時間と考えます。そして会員との友情を深め、家

族も含め楽しめるように皆さんの意見を取り入れた

「和」を大切にしてロータリーの友情の輪が広がる

ような親睦活動を推進していきます。 
 次に目標として次のような親睦活動を考えます。

今までに無いような親睦例会を出来る限り提案して

実践していく。会員・皆様の特技など発表の場を提

案・ロータリアンならではのイベントを計画。会員

誕生・奥様誕生・結婚記念日など内容の充実を図っ

ていくことなど… 
 そして通年のイベントとして重要な①親睦例会

(毎月１回)②家族納涼例会③クリスマス家族例会④

家族親睦旅行⑤引継例会など皆さんの意見を最大限

取り入れた内容に作り上げていく事など、いろいろ

次 年 度 委 員 長 挨 拶 

次年度親睦活動委員長 松本 幸久 会員 
（棚澤副委員長代読） 



と、めじろ押しではありますが、会員みんなで、よ

り良いものをこの一年で作り上げて行きたいと思い

ます。 
 これからも皆さんのお荷物にならぬように頑張っ

てまいります！ありがとうございました。 

 次年度会員増強委員長  吉田 博三  

 
・ ロータリークラブが発展充実していく為には会

員の増強は不可欠である。 
・ 職業分類に留意し、バランスのとれた増強を実

施する。 
・ 農業林業等の分野にも入会を促す。 
・ 女性会員への入会働きかけ 
・ 新しい業種からの会員発掘 
◎ 今年度は純増５名を目標に努力する。 
・ 会員の皆様のご協力をお願い致します。 

次年度ニコニコＢＯＸ委員長 井上 哲孝 会員 

 
山口年度のニコニコＢＯＸ委員会・委員長の井上で

す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 さて「ニコニコＢＯＸ委員会」は、「各例会にて、

それぞれの会員の意見をアピール（投函）し、より

一層各会員の相互の親睦を深める。」ことを目的とし

ており、次年度もその基本方針に則り活動をしてい

きます。 
 「活動計画書」には謳ってはいませんが、次年度

は「ニコニコＢＯＸ・年間目標金額」として「１１

０万円」を設定し、各例会にて「予算達成率・本日

の投函率」を発表します。常日頃からの「投函」の

行動が、熊谷南ロータリークラブの発展に繋がるも

のと考えておりますので、各会員の皆様の奮っての

「ご投函」を楽しみにお待ち申し上げます。以上で

す。 

次年度クラブ会報委員長 島﨑 次弘 会員 

 
 やはり、会報は例会とクラブ運営の正確な記録者

であるというのが前提にあると思っております。 

その中で何か自分なりの工夫が出来ないかと次年度

の会報委員長に決まってから現在まで考え中ですが、

幹事の仕事がまだ終わっておりませんので時間の余

裕がなく、直ぐには実行は難しいかと思います。 当

面は今年度の佐川委員長の紙面を踏襲して、おいお

いアイデアを練って行きたいと考えております。  
方向性としては、記録だけでは会の方からの一方

通行のように感じておりましたので、会員の皆様か

らのご意見、ご提案、ＰＲなどを紙面に反映できる

ようなうまい方法がないかと模索していくつもりで

す。 
もうひとつ大事な仕事と考えているのは、会報の

ＩＴ化を近い将来に実現できるように研究して行く

事です。 少し前まで 2570 地区のクラブでは会報

をホームページに載せているクラブはいくつもあり

ませんでしたが、このところ急速に増えてきており

ます。 我がクラブもホームページの開設は地区の

中でも早い方だったのですが、その後は財政的な理

由もあり会報や内容の更新が出来ないままで進歩が

止まってしまっております。予算に余裕のあるクラ

ブでは外注に出せば簡単に解決しますが、おそらく

今のクラブ会報費の予算はかなりオーバーしてしま

うのではないかと思います。 当クラブの財政的な

現状を考えると、将来的には自前でホームページの

作成と更新を出来るようにしていかなくてはならな

いと考えておりますが、今の私の力量ではちょっと

無理ですので、加藤博会員や馬場会員などパソコン

に詳しい方にご相談してご指導して頂きながら少し

でも実現に近づけたいと思っております。 
最後に次年度の会報委員長として皆様にお願いし

たいのは、例会で発表のある方は事前に原稿を準備

して頂き、その原稿を遅くとも金曜日のお昼までに

事務局まで、出来ればメールで無理ならＦＡＸで送

って頂きたいと思います。 毎週スムーズに会報を

発行するためにご協力をお願い致します。 
 



次年度ＳＡＡ 澤田將信会員 

 

皆さん今日は澤田です。次年度SAA会場監督ですが

前回の例会で発表しましたが具体的な内容をお話し

ますのでよろしく御願いします。山口次年度会長は

10年目の大きな節目として考えています。クラブと

して意識を基本に戻し例会を組み立てていきたいと

考えています。ロータリーソングの選曲、新しくロ

ータリーの綱領を皆さんと唱和することですロータ

リーの目的をしっかり理解して頂くことが大切に思

っております。次にソングリーダーを佐川さんに御

願いし全体の調和を図りたいと考えています。皆さ

ん新年度第一例会から全員で参加し頂楽しい一年に

なりますようご理解とご協力を御願いいたします。 

 
 
 
 

 出 席 報 告 
 
例会日 ６月１４日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９ １９ １４ ６ ６４％ 

 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

飯塚幸一会長 
 本日の例会は、次年度担当例会、山口エレクト有

効に使って有意義な例会にして下さい。 
島﨑次弘幹事 
 本日の例会は次年度クラブ会報委員長として発表

させて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。 
 先日やっとワールドカップが始まったと思ったら、

もう終わってしまいました。サミシー！！です。 
山口茂会員 
 飯塚会長、島﨑幹事、本日も第2回目の次年度担

当例会日にして頂き、ありがとうございます。又、

各奉仕委員長の方々には、毎日のように連絡頂き、

感謝しております。棚澤社会奉仕委員長、馬場職

業奉仕委員長、活動計画書の絶大なる御協力助か

りました。次年度渡邊幹事もホッとしているよう

です。 
渡邊藤男会員 
 本日のプログラム、次年度担当例会です。発表さ

れる各委員長様、宜しくお願い致します。 
吉田博三会員 
 次年度の皆様、ご発展を祈ります。 
 
 

田島武会員 
 次年度担当例会、山口会長、渡邊幹事さん、大い

に期待しております。宜しくお願い致します。 
澤田將信会員 
 お世話になります、澤田で～す。よろしくお願い

します。 
清水武会員 
 都合により早退いたします。 
岡本庄一郎会員 
 今晩は！岡本です。飯塚・島﨑年度、もうすぐお

別れですね、寂しいですね。もう少し長くやりた

いでしょうね、でも、これが、ロータリーです。 
萎沢利行会員 
 メタボリックシンドローム(腹腔内脂肪症候群)の
検診が、医療制度改革の考えに沿って平成 20 年

(２００８)年 4 月より実施されます。皆様、脂肪

に気をつけましょう。 
棚澤正行会員 
 山口エレクト、渡邊次年度幹事、本日は大役御苦

労様です。次年度がんばってやっていきましょ

う！ 
高田直樹会員 
 皆さん今日は、自覚を持って出席率を高めており

ますので宜しくお願いいたします。 
馬場孝会員 
 先日 11 日に行われました「青少年健全育成会・

総会」「桜木小学校区連絡会・総会」では飯塚会長、

田島副会長、橋本会員、清水会員には大変お世話

になりました。感謝申し上げます。 
斉藤考慶会員 
 御世話になります斉藤です。今後とも宜しくお願

いします。 
井上哲孝会員 
 皆さん、今晩は。保険と丘の上の喫茶店「チャチ

ャポーヤ」と次年度ニコニコＢＯＸ委員会委員長

の井上です。目標達成のため、がんばります。が、

決して偽装は致しません。井上でした。 
 

 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 佐川順一・大野英夫・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

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


