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第４１９回 ２００６～２００７ 山口会長年度 第一回例会      

 
山口 茂 新会長 、所信（初心）声明演説          渡辺 藤男 新幹事 ドキドキ初報告  

 
熊谷東クラブ新会長 新井 公二様         ２５７０ガバナー補佐 長谷川 信治様 

 
２００６～２００７年度 熊谷南ＲＣ、山口会長年度、初の例会が開催されました。ゲストとして親クラブの熊

谷東クラブより新井 公二会長、山田義明副会長、須永重次幹事、 また、２５７０地区より長谷川 信治ガバ

ナー補佐がお祝いに駆けつけてくださり、ご祝辞を述べて下さいました。順風満帆で出航した山口丸を応援して

いただきました。 
  
 
 
 
 
７月誕生日 本日

の主役 矢部会員 
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本日のプログラム ７月 １２日（水） 
クラブ協議会       

          



 
 

 
 
 
会長 山口 茂 

 
会長報告 
７月１日(日)第２５回熊谷青少年非行防止大会に協
賛参加 
１３：３０～１６：３０ 熊谷文化創造館にて さ

くらめいとにて 
主催 熊谷市ＰＴＡ連合会 熊谷警察署 
年々若年層の非行犯罪が多くなり、特に１４才以下

は１８％増加し、深夜徘徊少女が倍も増えている。

中山政美(中山産婦人科・熊谷クラブ)先生の講演で 
① 若年のＳＥＸ化が年々低年令化している。１４

才１５才１６才の夏休みが要注意。 
② 若年妊娠が増えている。若年妊娠は望まない妊

娠となってその妊娠をストップすることとなる。

(１５才～１９才の年令を若年妊娠という)若者
達の性に対する意識と行動は今一番問題。 

③ 性感染性が今増えている。男と女の体をお互い

を通して病原体が行ったり来たりする病気が増

えている。＊朝食を食べない子供等々。 
 
７／４加藤博会員の御母堂加藤久子様８６才にて永

眠。セレネ熊谷にて告別式、当クラブとして生花、

香典を供え、出席して参りました。 
 
会長就任挨拶 
熊谷南ロータリークラブの皆さん今晩は。第５グル

ープのガバナー補佐、長谷川信治様、山口年度の初

日に御来訪頂き、大変嬉しく感謝致しております。

我々南クラブの親クラブであります東クラブの新井

公二会長様、幹事の山田義明様、昼の例会でお世話

になり、そして当クラブへ御来訪頂き大変ありがと

うございます。本日はごゆっくりおくつろぎ下され

ば幸いです。 
 皆様、いよいよ本日が新年殿初例会、そして当ク

ラブとしての第４１９回例会(良く行く)となり、１
９の数字は私の誕生日の日数でもあり、そして今年

度は創立１０周年、その初日にガバナー補佐の長谷

川様が御来訪頂けたと言う、非常に縁を感じます。

本日まで南クラブの皆さんに、多くの時間、御協力

や助言を頂き、まずもって、私として無事本日を迎

えることが出来ました事を深く深く感謝申し上げま

す。 
 ２００６年度―０７年度、ウイリアムＢボイドＲ

Ｉ会長の国際ロータリーテーマ「率先しよう」(Ｌｅ
ｅｄ Ｔｈｅ Ｗａｙ)の方針のもと２００６年国
際協議会の中で、ビルボイド会長は時代は本当のヒ

ーローを求めている。メディアが作ったアイドルや

セレブでなくロータリークラブを通して、私達の世

界を少しでもより良い少しでも安全な、少しでも

人々が健康に暮らせる場所にしようと、静かにしか

し着実に努力している人々、その方達が本当のヒー

ローである、我々ロータリアンとして、自分の生き

方の上でそのような生き様を見せ続けようではない

かと述べておられます。 
 ２５７０地区鈴木勲二ガバナーは、ロータリーに

活力を！あなたが主役、皆さん１人１人のロータリ

アンが主役ですよ、と話されています。未来に向け

て着実な一歩を踏み出す一年に「親睦と奉仕」を通

じて、明るい未来をもたらすために１２０万人のロ

ータリアンが力を合わせて率先して行くそして思い

やりの心を育てる１年に。ｗ足しの受けとめ方とし

て、思いやりとは字のごとく思いを相手にやると考

えております。「奉仕とは」思いやりの心、感謝の心

「心の奉仕」どれだけ沢山の物を与えるかではなく

慈愛に満ちたどれだけ「心の贈りもの」を与えられ

るかであると鈴木ガバナーは明言されており、ロー

タリーは「職業倫理を重んずる職業人の集まり」創

立の原点は職業倫理の追求、商業道徳の高揚、利己

と利他との調和である。 
１． 当南クラブとしては、縁があってロータリとし

て受けとめ、今ここに皆さんと縁があったから

こそ、ここに今いるわけです。その縁を大切に

して、今年度を努めます。 
２． ロータリーの基本にもどる。ロータリー理念を

遵守し、ロータリー綱領を唱和し、良く理解す

るために努力 
３． 当クラブ歴代パスト会長が残してくれた多く

の良い物を残しつつ継続する。 
４． 親睦とニコニコＢＯＸを重視したい。毎月第１

例会日を親睦例会として、ロータリーは親睦で

始まり親睦で終ると言う考えから、次の行動の

ステップアップ出来る奉仕活動準備の大切な

時間であり、自分自身の英気を養う時でもある。

そのために若いバイタリティのある親睦活動

委員長を起用させて頂きました。 
５． 例会日の服装は、仕事着でも良い。他に不快感

を与えない程度で、Ｔシャツは禁止させてもら

います。えり付は結構です。クールビズは前年

度に続き継続。但し、ガバナー、ガバナー補佐、

公式訪問及び卓話者、お客様が事前来訪、訪問

時はロータリアンとしての服装をお願いしま

す。 
６． 組織機能の活性化。ロータリーとしての組織を

活用し、機能し、良い方向で出せる為に、役員、

理事、４大奉仕委員長、小委員長が中心となっ

て各委員会を活性化させて頂きたい。(奉仕委員
長が、次のリーダーでもあるわけです) 

 

会 長 挨 拶 



 最後に鈴木勲二ガバナーのペッツでの話を引用さ

せて頂きます。 
  おごるな ロータリアン 
  いばるな ロータリアン 
  あせるな ロータリアン 
  くさるな ロータリアン 
  まけるな ロータリアン 
 
 今まで皆さんに励まされて、どんなに嬉しく、力

強かった事か、本日より一人一人の当クラブの皆様

の御協力なくして私一人では何も出来ませんので、

一年間よろしくお願いします。私としての抱負と挨

拶とさせて頂きます。 
                                                                                                                    

 
 

幹事 渡邊 藤男 

 
１． 地区より 

＊ 新入会員書式の提出について(お願い) 
＊ ハイライトよねやま７６ 
＊ 5月の寄付金傾向 
＊ 寄付金納入明細総合表 
＊ 「友」インターネット速報№２４０ 
＊ 資料送付のご案内(地区協議会報告書・地区
役員名簿) 

２．(財)ロータリー米山記念奨学会より 
＊ 2006年度上期普通寄付金のお願い 
＊ 2006 年度ロータリー米山奨学生世話クラ
ブに対する補助費の件 

                     

以上が届いております。 
 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日  ７月５日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ ２７  １０   １ ７３、６％ 
出席委員 
 
お客様：２５７０地区第５グループガバナー補佐・

長谷川信治様 
    熊谷東ＲＣ・会長・新井公二様 
          副会長・須永重次様 
          幹事・山田義明様 

＊ご祝辞 

● 長谷川 信治 ２５７０地区ガバナー補佐 

             長谷川 信治 様 
本日は４つのニュースから一日が始まりました。

１．ワールドカップの準決勝で伊が独を破りました。

日本をはじめ東洋の農耕民族は狩猟民族たる欧州の

連中の敵ではないのでしょうか。２．民主党の小沢

さんが訪中して胡主席と会談しました。日米中は正

三角形の関係が良いとか。飛んでも無い！二等辺三

角形でなければならぬのに。嘗ての日英同盟を思い

出したらよかろう。３．北が６，７発のミサイルを

日本海へ発射した。これによって本日の他のニュー

スは全部吹っ飛んでしまいました。日本にそれを防

いだり報復したりする手段はない。２～３百発の巡

航ミサイルを購入しその一部に核を搭載すれば（ウ

ソでもよい）安上がりにしてお隣チャイナへの牽制

にもなる。４．最後は広島におけるペルー人の児童

殺しに対して無期懲役の判決が下ったというニュー

スである。これは子供殺しをやっても犯人の命は保

証してやるよといった不文律を制定したようなもの。

眼には眼、歯には歯（これは報復ではなく、量刑に

ついて述べた言葉）を忘れてはなるまい。 
われ等がガバナーの重要方針の一つに青少年奉仕

としての新世代への取組みがあります。青少年育成

の原点は彼ら子供達の安全を私たち大人が守ってや

ることです。あのような事件があちこちで起ってい

ますが、家庭で地域で又学校で子供達から眼を放す

ことなくそして心を放すことのないようにしたいも

のです。日本人の老後は彼らに依存しているのです。 
最後に、一年間第５グループのガバナー補佐を努

めます。R歴は３０年と長いのですが根がものぐさ
で不真面目な人間です。どうかお眼をかけて戴き叱

咤激励、ご指導ご鞭撻をお願い致します。  
 
                             

 ニ コ ニ コ B OX 

 

２５７０地区第５グループガバナー補佐・妻沼 RC

長谷川信治様 

 山口年度がかがやかしき年度になりますように！ 
熊谷東ロータリークラブ・会長新井公二様・副会長

須永重次様・幹事山田義明様 
 山口年度の堂々の船出を祝い熊谷の東からかけつ

けました。今晩三人でお世話になります。 
山口茂会長 
 ガバナー補佐の長谷川信治様、東クラブの新井公

二会長、山田義明様、須永重次副会長様、ようこ

そおいで下さいました。本日新年度に御来訪頂き

感謝致します。又、当クラブの役員、理事はじめ、

会員の皆様、本日より一年間御協力よろしくお願

い致します。 
渡邊藤男幹事 
 山口年度が始まりました。わからない事だらけで

すいません。これを機会に勉強させてもらいます。

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



一年宜しくお願いします。 
飯塚幸一会員 
 長谷川ガバナー補佐昨年度は大変御世話になりま

した。又本年度はガバナー補佐として、御指導の

程よろしく御願い申し上げます。又親クラブの新

井会長・須永副会長・山田幹事本日は御世話にな

ります。御来訪歓迎申し上げます。 
 いよいよ山口年度のスタート、一年間長い様で短

い一年ですので、御活躍を御祈念申し上げます。

会員の皆様昨年度は大変御世話になりました。御

礼申し上げます。 
岡部俊之会員 
 山口会長、渡邊幹事、いよいよ新しい年度のスタ

ートですね。一年間頑張って楽しくロータリーを

楽しみましょう。又、長谷川ガバナー補佐、親ク

ラブの新井会長、須永さん、山田さんようこそお

こし下さいました。今年一年もよろしくお願い致

します。 
澤田將信会員 
 山口年度スタート、バンザイ、澤田でした。本日

は長谷川ガバナー補佐、東クラブ新井会長、須永

副会長、山田幹事、ようこそ、心から歓迎いたし

ます。さて、澤田は１年間ＳＡＡでお世話になり 
ます。会員の皆さんよろしくお願いいたします。 
遠藤信行会員 
 山口会長渡邊幹事最初チョロチョロ中パッパ終り

よければすべてよしの考えで明るく行きましょう。 

李一孝会員 

 山口会長、渡邊幹事、一年間頑張って下さい。す

ばらしい一年になることをお祈り申し上げます。

私は副会長・会員増強・ロータリー情報、精一杯

協力させていただきます。よろしくお願いします。 
吉田博三会員 
 山口年度のスタートお祝い申しあげます。長谷川

ガバナー補佐、熊谷東クラブ新井会長須永副会長

山田幹事の皆様ようこそ南クラブへ今年もよろし

くお願いいたします。 
島﨑次弘会員 
 いよいよ今日から山口年度の船出です。おめでと

うございます。山口さん渡邊さん、会員の皆さん

が船酔いしない様に、うまい舵取りをお願いしま

す。１年間がんばって下さい。 
田島武会員 
 山口年度の第１回例会、おめでとうございます。

本例会にガバナー補佐長谷川様、熊谷東ＲＣ新井

会長、須永副会長、山田幹事様等、大勢のご来訪

ありがとうございます。ご指導宜しくお願い致し

ます。 
岡本庄一郎会員 
 山口年度、いよいよ本日より動き出しました。お

目出度う御ざいます。渡邊幹事も御苦労様です。

皆で一致協力して頑張りましょう。ガバナー補佐

の長谷川様、東ロータリーの新井会長、須永副幹

事、山田幹事様、本日は南クラブへ有難う御ざい

ます。 
横堀弘会員 
 山口会長、渡邊幹事、一年間よろしくお願い致し

ます。初日と最後はかならず出席します。中は少

しね…… 
棚澤正行会員 
 山口年度スタートおめでとうございます。また、

長谷川ガバナー補佐、東ＲＣ新井会長、須永副会

長、山田幹事、ようこそ南クラブへ。山口年度も

南クラブをよろしくお願い申しあげます。 
佐川順一会員 
 長谷川ガバナー補佐、東ロータリー新井会長、山

田幹事、須永副会長ようこそ！先ほどは東クラブ

でメイキャップでお世話になりました。ゆっくり

していって下さい。これからも宜しくお願い致し

ます。 
清水武会員 
 山口会長渡邊幹事の船出をお祝い致します。期待

して居ります。 
橋本代吉会員 
 山口年度１年間よろしく、国際奉仕の橋本代吉で

す。ガバナー補佐の長谷川様よろしく。東クラブ

会長の新井様ようこそ南クラブへ、山口年度よろ

しく。 
加藤博会員 
 南ロータリークラブのホームページが新しくなり

ました。 
 先日は、母の葬儀に、飯塚直前会長、島﨑直前幹

事、山口会長、渡邊幹事様皆様に大変お世話にな

りました。 
大野英夫会員 
 今日は山口年度初の例会です。役員の皆様一年間

がんばりましょう。拙僧、大野雲海でござる。 
馬場孝会員 
 山口会長、渡邊幹事、一年間宜しくお願い致しま

す。長谷川ガバナー補佐ようこそ南ＲＣへ。６ク

ラブゴルフ大会ではお世話になりました。又本日

は宜しくご指導の程お願い致します。 
小野寺弘行会員 
 みなさん、こんばんは。長谷川ガバナー補佐、東

ロータリークラブの皆様、ようこそ南ロータリー

クラブへおいでくださいました。楽しんでいって

下さい。 
高田直樹会員 
 山口年度のスタートおめでとうございます。会長、

理事、幹事さん宜しくお願いいたします。私も入

会して１０年目、皆さんの半分も出席しておりま

せんが、これからがんばりま～す。 
松本幸久会員 



 山口年度スタートおめでとうございます。東クラ

ブのみなさんようこそ南クラブへ。長谷川ガバナ

ー補佐今日はよろしくお願いします。親睦委員長

として一年間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。先週の引継例会楽し

かったですね。また来年ももっと良い例会になる

ように頑張りますので今後とも宜しくお願いしま

す！！ 
草薙光会員 
 山口さん今年度（山口年度）ガンバッて下さい。 
富山弘文会員 
 長谷川ガバナー補佐、東クラブ新井会長・須永副

会長・山田幹事ようこそ南クラブへ。おこしいた

だきありがとうございます。山口会長・渡邊幹事

１年間よろしくお願いします。今年度金庫番でが

んばります。 
井上哲孝会員 
 皆さんこんばんは。山口年度、ニコニコＢＯＸ委

員会委員長、井上です。長谷川ガバナー補佐、東

ロータリークラブの皆様、ようこそ南ロータリー

クラブへおいで下さいました。どうぞ楽しんでい

って下さい。 
［会員誕生］ 
矢部喜明会員 
 誕生日を祝っていただきありがとうございます。 
［奥様誕生］ 
山口茂会長 
 山口年度のスタート月に、私の妻が誕生月という

のも縁を感じます。誕生日に大変きれいな花が届

く事を楽しみにしております。 
飯塚幸一会員 
 今月は６日が長女の誕生日そして９日が妻の誕生

日そして次女が１５日とサイフの中が軽くなるき

てはほしく無い月です。まだ届いておりませんが、

妻の為に美しい御花を有り難うございます。 
草薙光会員  
 いつも出席できなくて申しわけ有りません！！又

美しいバースデーフラワーを女房に有りがとうご

ざいます。 
渡邊藤男幹事 
 ７月２６日は妻の誕生日です。 
 
● 本日のニコニコＢＯＸ 
投函率   ９６．２９％ 
目標達成率  ６．８６％ 
 

皆様 

大変（特に李会員）ご協力 ありがとうございます。 
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