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第４１７回 クラブ協議会『一年を顧みて』 

 
 

 

 

 

 

 
 
一年間の懲役（じゃなくて）任務を終え、晴れやかな顔で本日、役員、理事の皆さんの苦労話を「総括」という

形でご発表いただきました。各役員、委員長の方々、大変ありがとうございました。私達はこれで任期を終了す

るわけですが、引き続き次期山口茂会長率いる新執行部を応援していくつもりです。 

 

 

 
 

 
会長  飯塚 幸一 

 
皆さん今晩は、会長報告を致します。 
６月１５日アドバンテスト行田クラブハウスにて会

長幹事会が開催され島崎幹事と共に出席してまいり

ました。 後の会長幹事会と言う事で、第五グルー

プの各クラブ事務局員の皆さんも参加し盛大に開催

されました。当日は各クラブ会長の反省のスピーチ

で古屋ガバナー補佐を囲んだ会長幹事の同期会を作

る事に決まりました。以上会長報告を終わります。 
 
 
 
 
 
                                                      

 
 

幹事 島崎 次弘 

 
１． 地区事務所より 

＊ 世界社会奉仕事業実績 
＊ 「友」インターネット速報№２３８ 

２． 妻沼ロータリークラブより 
＊ 新例会場のお知らせ 

３． 行田さくらロータリークラブより 
＊ 事務局の電話番号の変更(場所の変更はな

し) 
４． 熊谷市ＰＴＡ連合会長・熊谷警察署長より 

＊ 平成１８年度第２５回熊谷市青少年非行

防止大会の協賛のお願いと大会出席への

お願い 
以上が届いております 
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会 長 報 告 

本日のプログラム  ６月２８日（水） 
       引継例会 

 

幹 事 報 告 



 
                     
 
 
飯塚 幸一 会長 
皆さん今晩は、本日の例会はクラブ協議会です。会

長として一年を振り返りますと長い様で、あっとい

う間の一年間で有ったと感じています。活動計画書

に書かせて頂いた事の内、実現出来た事できなかっ

た事が有ります。実現出来なかった事は、私の不徳

の致すところと御詫び申し上げます。十周年の準備

の年として、親睦を優先的に考え出席率の向上を目

指して、服装の点又例会の雰囲気を変えるなど試行

錯誤をしながら努めて参りました。 
その効果が一向に上がることなく低い出席率に、こ

の問題の解決策が大きな決断をもって進めなければ

成らないと言う事が分かりました。会長一人で解決

する問題では有りませんのでパスト会長並びに諮問

委員会にて考えて行きたいと思います。 
後になってオーストラリア・アッパーヤラロータ

リークラブのロンパスト会長夫妻の来訪と突然の訪

問に戸惑いましたが、今後両クラブの親交が益々深

まって行く事と思います。 
曲がりながらも一年間会長職を全うする事ができま

すのも、女房役の島崎幹事それに理事役員の皆様、

例会に出席して頂きましたメンバーの皆様の御協力

の賜と深く感謝申し上げ、 
会長としての反省の弁とさせていただきます。有難

う御座いました。 
 
 
島﨑 次弘 幹事 
 
皆さん今晩は。今日が 後のクラブ協議会で 後

の幹事としての挨拶になります。この一年間を振り

返りまして、クラブと会社の仕事に追われあっとい

う間の一年間だった気もしますが、しみじみ考えて

みますとやはり私にとっては長い一年間だったなあ、

と言う実感がわいて来ます。ようやく楽になったの

は今月に入ってからですね。幹事の仕事は毎週毎週

沸いて来る様に出てきますのでそれまでは、忙しか

ったなあと言う印象ばかり残っています。 
  
今、次年度の幹事さんを中心に協力するスタッフ

の方が一生懸命次年度の活動計画書の仕上げに取り

掛かっています。ちょうど一年前には私が同じよう

に必死で活動計画書に取り組んでいたのを思い出し

ます。これまでの物より何とか少しでも良いものに

しようと必死で格闘しましたが、私の場合は一人で

取り組んでいたので結構大変でした。これまでの年

度の資料が残っているかと思って調べてみても、う

ちのクラブは事務局員さんがたびたび替わってしま

ったこともあり、その年度その年度の資料が思って

いたほど保存も整理されておりませんでした。その

ため見よう見真似で作り始め、その当時はまだおぼ

えたてだったパソコンと悪戦苦闘しながら手作りで

作ったものも多かったです。又、印刷屋さんとも何

度もやり合いましたね。せっかく皆さんに本人確認

ができるような新しい写真を出して頂きながら、出

来上がった印刷の写真がみんな黒ずんだ暗～い顔写

真になっていて、澤田パスト会長の写真などはまる

で「第一テロリスト 指名手配」とルビを振りたく

なるような出来でした。 
活動計画書は言わば熊谷南ＲＣの顔になる訳ですか

ら、これでは一年間皆さんに使って頂くわけには行

かないと、無理を承知で印刷屋さんと交渉して何と

か無償で全部刷り直させて、ぎりぎり 初の理事会

の 30 分前に間に合わせました。その時は気が気で

はなかったですが、今ではいい思い出のひとつにな

っています。その時苦労した経験があるものですか

ら、次に作る人が作りやすいように私の年度の活動

計画書の型（フォーム）を作ってＣＤにコピーして

おきましたのでこれからの人はどうぞ遠慮なく利用

して下さい。又、私は一人でやって大変な思いをし

ましたので、渡邊さんには 3 人～4 人でチームを作

って取り組んだ方がいいよ、とアドバイスさせて頂

きました。その方が一人当たりの負担も軽くなるし、

それだけでなく3人寄れば文殊の知恵と言いますよ

うに、1 人より 2 人、2 人より 3 人集まった方が絶

対にいいアイデアが出るものです。今、次年度は会

長･幹事と協力者の 2 名の方と 4 人で仕上げにかか

っているところだそうで、流れてくる情報だと大変

いいものが出来上がるようです。私も大変楽しみに

しております。次次年度の佐川にさんも早めに活動

計画書のプロジェクトチームを作って取り組まれる

ことをお勧めします。 
  
 例会運営につきましては、何とか飯塚年度のカラ

ーをだそうとあれこれ考えてみましたが、時間に追

われて結局半分も実行できなかったように感じてい

ます。ちょっとふざけすぎた例会案内を送ったこと

もありましたが、忙しくてつらいと思うだけでは能

がないので、自分なりにも楽しませてもらおうと思

ってやったことですのでひんしゅくを買った時もあ

るかと思いますが、どうぞご容赦下さい。 
 毎週毎週が勝負と言う感じでやって来ましたので、

ひとつひとつの例会のことはまだ頭の整理が出来て

おりません。印象に残っているのはやっぱり皆さん

と一緒に参加した親睦のイベントですね。8 月の納

涼例会、12月のクリスマス例会、3月の親睦旅行に

は飯塚会長のおかげで本場の宝塚劇場に行けるなん

て、多分私には一生に一度のことだったと思います。

おかげですっかりオスカルの歌を覚えてしまいまし

て、本当なら来週の引継例会のとき会長を差し置い

ク ラ ブ 協 議 会 



て奥さんとデュエットしたいくらいなんですが出ら

れず残念です。そして極めつけとして5月には思い

がけないお客様の接待をすることになりました。ア

ッパーヤラＲＣのロンパスト会長ご夫妻が姉妹クラ

ブから初めて日本にきたこの 12 日間もまた目の回

る忙しさとともに貴重な体験をすることができまし

た。 
 この一年間を振り返ってみますと、私なりには一

生懸命勤めてきたつもりですが、幹事という立場の

責任上つい皆さんにキツイ事も言ってしまったこと

もありましたが、立場が言わせた言葉ですのでどう

かご容赦頂きたいと思います。次に例会に出る時か

らは皆様と同じ立場に戻りますので、のんびりとロ

ータリーライフを楽しみたいと思っています。よく

立場が人を作ると言いますが、その言葉通りこの一

年間貴重な体験をさせて頂きました。何事も辛い、

大変だと思ってばかりでやっていると悪い印象と惨

めな結果しかついて来ません。その中で自分なりの

工夫をして楽しみながらできれば何事もやり遂げら

れると思います。この中にもこれからか幹事をやる

人がたくさんいらっしゃると思います。皆さん、「幹

事良いとこ一度はおいで」ですよ。幹事は楽しいで

すよ。でもそのあとに、二度とは来るな、って続き

ますけど。一度ならいい経験になるけど二度三度は

ちょっときついですね。 
それと事務局の清水さんには大変お世話になりま

した。彼女はよく気が付くし、仕事もできるし、何

より明るい性格にずいぶん助けられました。本当に

有難うございました。次年度の幹事さんもなかなか

面倒見がいのある方ですから一年間退屈しないで済

むとおもいますよ。でも、もし清水さんの血圧が上

がってしまったらその時は山口さん、たまにはおい

しいお酒の差し入れをしてあげて下さい。清水さん、

もし山口さんの血圧が上がってしまったらその時は、

大盛りのアイスクリームを取ってあげて下さい。 

もちろんお勘定は山口さんの自腹でいいですから。 
渡邊さん、は血圧が上がることはなさそうですね。

回り中の人の血圧を上げても、いつもクールな渡邊

さんは大丈夫そうですね。でも彼もだんだん幹事ら

しい面構えになって来ましたよ。今年の初めから事

務局で彼を見て来ましたが、 初はオレ流でやれば

いいと思っていたようでやきもきさせられましたが、

近は幹事と言う仕事の大切さが分かってきたよう

で必死に取り組む姿勢に変わってきました。これか

らの一年間は見事やり通せれば渡邊さんの人生の転

機になるくらい大事な一年間だと思います。がんば

って下さい。私が復帰できる頃にはきっと見違える

ような立派な幹事に変身していることでしょう。楽

しみにしています。 
  

後に、来週引継例会が開催されますが、引継例

会の担当スタッフの皆さんには 後まで一緒にお手

伝いできないことを大変心苦しく思っておりますが

どうかよろしくお願い致します。また飯塚会長にも

後まで職務を全うできなかったことを心よりお詫

び申し上げます。本当なら私にとっても一番晴れや

かで一番楽しみな例会の筈だったんですが、先週お

話しした理由で引継例会を待たずに今日が私にとっ

て幹事としての 後の例会となってしまいました。

今年度の理事、役員の皆様一年間ご協力有難うござ

いました。会員の皆様一年間大変お世話になりまし

た。御礼の言葉を持って挨拶とさせて頂きます。有

難うございました。 
 
 
クラブ奉仕委員会  田島 武 会長 
 

 
カール・ヴィルヘルム・ステンハマーＲＩ会長様

と飯塚幸一熊谷南ロータリークラブ会長の今年度方

針に沿って、「会員の親睦を充実し深めていくにはど

うしたらよいか」を基本方針として推進しました。

具体的には、委員会活動から見直し、会員の出席率

の向上、会員の増強、会員の家族のための活動を一

年を通して進めて参りました。 
当委員会は、１１の委員会から成り立っておりま

す。即ち 
職業分類委員会   委員長  吉田博三様 
会員選考委員会    〃   萎沢利行様 
ロータリー情報委員会 〃   富山弘文様 
出席委員会      〃   渡邊藤男様 
クラブ会報委員会   〃   佐川順一様 
親睦活動委員会    〃   井上哲孝様 
家族委員会      〃   井上哲孝様 
プログラム委員会   〃   澤田將信様 
雑誌広報委員会    〃   新井正一様 
ニコニコＢＯＸ委員会 〃   小野寺弘行様 

  
この一年間、各委員長様方の全面的なご協力のも

とに、クラブ奉仕委員長という大役をさせて頂き、

本当に有難うございました。数々の楽しい行事があ

りましたが、特に今年３月行いました「大阪宝塚劇

場」の親睦旅行は、初体験でもあり、すっかり宝塚

ファンとなりました。心より感謝申し上げ、「一年を

顧みて」のご報告と致します。 



社会奉仕委員会  岡本 庄一郎 会長 
        (代読 田島武クラブ奉仕委員長) 
 
 この一年間の社会奉仕活動のいくつかをここに述

べさせて頂きます。 
 昨年１０月１３日ムサシトミヨの越夏調査が熊谷

東中学校にて行われました。会員１５名参加。熊谷

の元荒川に流入する生活排水等の悪化により、ムサ

シトミヨの生きる環境が年々厳しくなっています。

南ロータリーとしても具体的に御手伝い出来る方法

をこれからも考えていきたいと思います。 
 又１０月３０日、社会奉仕活動の一環として、荒

川河川敷のゴミ拾いが有志の会員参加で行われまし

た。大勢の参加、有難う御ざいました。 
 ３月１５日移動例会として、熊谷運動公園にて垂

れ桜の植樹が行われました。飯塚会長以下１７名及

び市役所職員３名も参加、読売新聞の佐藤記者にも

同行して頂きました。今年度で９年目の植樹でした

が、山口次年度会長の時は１０周年の記念事業とし

て更に大勢の参加のもとで行いたいと思います。植

樹にさいして、予算の問題等もありましたが、造園

業者の御骨折り、又会員の皆様の御協力もあり、皆

で解決出来、次年度に向けて明るい出発になったと

思います。 
 ４月２日(日)万平公園にて我々の植樹した桜のも

とで移動例会として会食を楽しむわけでしたが、丁

度その日仲間の関周司君の悲しいお別れの告別式が

行われました。皆で早速かけつけ、その足でサンル

ートにて「関会員を偲ぶ会」に切りかえ、皆とあり

し日の関さんの思い出を語らいました。本当に残念

でした。同時に万平公園の桜の下では地元橋本代吉

実行委員長、田島武自治会長のもと、役員の皆様方

には盛大に御花見の会が催され、大変御苦労様でし

た。 
 この一年間会員皆様方の御協力のもとに、社会奉

仕委員長という大役をやらせて頂き、本当に有難う

御ざいました。次年度も宜しくお願い致します。 
以上 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職業奉仕委員会 木村 廣 委員長 
        (代読 渡邊 藤男 副委員長) 
 

 
 
 ２００６年 飯塚会長のもと年間職業奉仕委員長

として振り返りますと当初下記の活動計画を立てま

した。 
① 会員皆様の企業ＰＲと不況克服を、いかにする

か有職者の卓話をする予定。 
② 高齢者社会に於ける企業の有り方等の勉強会を

催す。 
③ 工場等、職場見学を行いたい。 

当クラブの年間行事並びにプログラム委員、及

び各委員会との関連も有り、活動計画通 
りの実行を致す事が出来ず反省しております。 
 職場訪問の計画については会員に依る「バズセッ

ション」を催し「相撲部屋訪問」と意見が多く決定

しました。 
 大嶽部屋を５月３日に職場訪問するに当り、小野

寺弘行会員には大変ご協力頂き、有難うございます。 
 又、当日は姉妹クラブであります、オーストラリ

アアッパーヤラＲＣのロン・パスト会長夫妻も同行

され、日本の文化を知って頂いて、大変喜ばれたと

思います。さらに、会員の皆様も勝負の世界の厳し

さを知る機会となり、有意義であったと思います。

尚、飯塚会長、島﨑幹事には大変ご協力頂き感謝し

ております。クラブ会員として更なる発展に向けて

前進したいと思います。 
 有難うございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



国際奉仕委員会 加藤 公一 会長 
 
ロータリークラブが出来て100年ですが、100年

前の日本は、ナント満州開国を祝って居りました。 
 日清日露を経て、40年に及ぶ侵略の歴史の幕明け

でもありました。 
 第 2 次世界大戦が終結して、60 年を経ましたが、

当時の被害国の立場は消えていません。上海の日本

大使館が襲われ、抗議デモもありました。 
 クラブと友好関係を結んでいるベラルーシも政情

不安が続いています。 
 真の平和、真の友好は文字通り「和は求めてやわ

らし」の言葉に象徴される様に務めてゆかねばなり

ません。 
 ＲＣの当委員会もまだまだやる事が一杯あります。 
 
 
ＳＡＡ  大野 英夫 会員 

 
ＳＡＡの仕事は、例会など、様々なイベントをス

ムーズに執り行なうべく、会場のセッティングを仕

切る仕事と聞いております。 
今年度に限り、飯塚会長・島﨑幹事様のご指導に

より、又会員皆様方、ホテル従業員の方々の協力に

より、何もする事もなく、一年楽しく過ごすことが

出来ました。有難う御座いました。感謝。感謝。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親睦・家族委員会  井上 哲孝 委員長 
 

 
 飯塚年度親睦・家族委員長といたしましてこの一

年を顧みますと、昨年８月・親睦・家族納涼例会、

１２月・クリスマス家族例会、今年３月・親睦・家

族旅行（大阪・神戸・宝塚）、そして 後になります

が６月・引継ぎ例会を開催、また開催予定となり、

あっと言う間の一年であったと思います。 
 昨年、飯塚会長（当時はエレクト）に「井上君に

は親睦・家族委員長をやってもらいます。」と言われ、

本当にそんな重責が務まるのかと思いましたが、飯

塚会長をはじめ島崎幹事、富山親睦副委員長・各親

睦委員、そして何より各会員の皆様の暖かいご支援

の下、どうにかここまでやってこられました。本当

にありがとうございました。また先ほども申し上げ

ましたが、来週には 後になります「引継ぎ例会」

が開催されます。一年間の「締めの例会」ですので、

しっかりがんばって行きたいと思いますので、皆様

の 後のご協力をお願い申し上げます。 
 一年間本当にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
親睦委員会  井上 哲孝 委員長 
  
 親睦委員会より報告致します。いよいよ「引継ぎ

例会」が来週６月２８日（水）に開催されます。本

日出席されております会員の方は全員出席いただく

と言う報告をいただいております。ありがとうござ

います。また先週、先々週よりお願いしております

「会員様の企業CM（コマーシャル・メッセージ）」

もお待ち申し上げております。何か一品をお持ちい

ただきますと企業PR をさせていただきますので、

参加される会員の皆様には、奮ってのご参加をお願

い申し上げます。 
 

 出 席 報 告 
例会日 ６月２１日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９  ２２ １７ ０ ５６％ 

 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

飯塚幸一会長 
 本日のクラブ協議会「一年を顧みて」発表者の皆

さん時間を充分取りましたので、発表をよろしく

御願い申し上げます。 
島﨑次弘幹事 
 今日は飯塚年度の一年間を振り返って各委員長さ

んにまとめの発表をして頂きます。私も今回が幹

事として 後の例会となりますのでこれまでのこ

とをお話させて頂きます。飯塚会長ふつつかな女

房役でございましたがお世話になりました。 
山口茂会員 
 飯塚会長年度も、本日と引継例会の２回となり、

大変御苦労様でした。島﨑幹事には、私はじめ、

次年度渡邊幹事共々、数々のアドバイス、御協力、

大変ありがとうございました。渡邊次年度幹事も、

心を入れかえて次年度は臨むとの事なので、私は、

さらにさらに、心を入れかえ臨みますので、島﨑

幹事も、この１年の骨休のつもりでゆっくりして

来て下さい。退院したらゆっくり語り合いましょ

う。 
萎沢利行会員 
 都合で早退致します。 
澤田將信会員 
 こんばんは、花屋の澤田で～す。さて問題です。

サンルート内のシンドラー社エレベーターはどこ

でしょう？ 澤田が教えます(有料)。 
岡部俊之会員 
 特養いずみ３０床の増築が正式に県から認可にな

りました。来月３億をかけて建築が着工になり、

来年３月末日に完成の予定です。お年寄りに質の

良いサービスの提供が出来ますよう努力してまい

ります。 
田島武会員 
 今晩の例会は、「クラブ協議会・一年を顧みて」で

す。会員の皆様とともに、今年度を振り返り、次

年度へ向けて有意義な例会にいたしましょう。 
渡邊藤男会員 
 次年度活動計画書もやっと一段落しました。ご協

力いただいた方々に深くお礼申し上げます。 
高田直樹会員 
 皆さん、今晩わ、今月は出席率のパーフェクトを

めざしていますので宜しくお願いいたします。 
大野英夫会員 
 今日はラス前例会です。会長、幹事又役員理事の

方々ほんとうにご苦労様でした。あと１回オーラ

ス例会は楽しくやりましょう。 ＳＡＡ大野 
馬場孝会員 
 本日のテーマは「一年を顧みて」ということで、

発表の皆様一年間ご苦労様でした。又本日はよろ

しくお願いします。 
井上哲孝会員 
 こんばんは。井上です。次週２８日(水)は、いよ

いよ引継例会です。皆様のご出席はもちろん、Ｃ

Ｍ(コマーシャルメッセージ)も多数お待ち申し上

げております。宜しくお願い申し上げます。親睦

委員会、井上でした。 
富山弘文会員 
 明日より、ガーデンパレスの、ビアガーデンオー

プンいたしますので、ご家族でおこしいただける

ようスタッフ一同お待ちしてます。 
松本幸久会員 
 今晩は、本日もよろしくお願いします。 
斉藤考慶会員 
 御世話になります斉藤です！来週は引継例会！！

皆さんと協力し合って一つのことをやるって 高

ですね！！自分なりに一生懸命やらせて頂きます

ので、熊谷南ロータリークラブの歴史に残る 高

の引継例会になれば 高！！ 高！！超 高！！ 
棚澤正行会員 
 島﨑幹事！一週早いですが、本当に幹事御苦労様

でした。引き継ぎは会長をみんなで引き立てて次

年度につなげたいと思っています。そうですよね、

渡邊幹事！ 
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