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会長 山口 茂 
 
皆さん今晩わ。 
本日は新年度の第 2回目の例会日となり、今現在
も会長としての大役 1年、不安や心配で一杯ですが、
いつも一つの言葉を自分の中で、仕事・スポーツの

中で唱えてきました。それは、米沢藩主、上杉鷹山

公が家臣に示した、「為せば成る、為さねば成らぬ、

何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」という言葉

で、その気になれば何でも出来るという意味に、私

は受けとめております。 
今日のプログラムは、クラブ協議会で、副会長、

ＳＡＡ、４大奉仕、新世代の委員長さん、鈴木勲二

ガバナーテーマを率先しつつ、ロータリーに活力

を！あなたが主役で上半期の活動について、大いに

発表して頂くことを期待して、会長挨拶とし、委員

長さん、よろしくお願い致します。 

会長報告 

① ４月１６日地区大会にて提案・承認された 
２００７年規定審議会、立法案の提出受理済みが、

ＲＩ日本事務局より、ＲＩ世界本部に送付されるこ

とになった、前年度野中弘之ガバナーより届いてお

ります。 
② 前年度島﨑幹事が早期退院 
７月７日(金)南クラブ事務所に来られ、飯塚パスト
会長、棚澤さん、渡邊幹事と私、事務局清水さんと

会って、２時間程話しされ、今後療養とリハビリに

専念するという、元気な姿を見せてくれました。島

崎さんの話しを聞いていると、やはり、ロータリー

に対する思い、熱意が身体の回復を早めてるように

感じ、私としては目頭が熱くなる思いでした。 
                                                               

 
 

幹事 渡邊 藤男 

１． 地区より 
＊ ２００７年規定審議会・立法案の提出受理

済みの報告 
＊ シンポジウム「日本留学を考える～異文化

との出会い」のご案内 
＊ 「友」インターネット速報№２４１ 

２． 熊谷市国際交流協会より 
＊ シェイクハンズ№４７の送付について 

３． 立正大学より 
＊立正大学学園新聞 

            以上が届いております。 
 
 

副会長・クラブ奉仕委員会 委員長 岡本 庄一郎 

 
 クラブ奉仕委員会は、４大奉仕の中で最も関心の

深い、メンバー間の「和」を作る基本的な委員会で

す。 
 １０の小委員会がありますが、会員相互の親睦を
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図り、毎回例会へ出席して頂き、各種プログラムへ

積極的に参加し、活気ある例会を作りたいと思いま

す。 
 又、山口会長の方針にありますように、積極的に

ＩＤＭ活動を行い、又、参加してもらい、その結果

例会への出席率が高められるように努力致します。 
 又、今年度の重要課題でもありますニコニコＢＯ

Ｘへの投票率の向上、あとでニコニコ委員長より細

かく述べられると思いますが、投函が良い意味での

「くせ」となればと思います。 
 とにかく会員皆様のクラブ奉仕活動に宜しく御協

力を御願い致します。 

副会長    李 一孝 

 
皆さん、今日は。本年度は副会長、副ＳＡＡ、会

員増強、またロータリー情報委員長を仰せつかって

おります李でございます。一年間山口会長、渡邊幹

事を支える一人として活動していく所存でございま

す。 

思い起こして私の会長の年度は偶然にもロータリ

ー100周年でございました。とても名誉なことであ

る反面、100周年目の会長として重責を感じ、何を

すべきか思い悩みました。 

結局ロータリーの100年の歴史を自ら学び、会員

の皆様にお伝えすることが私の第一の使命だと考え

ました。そして会長挨拶の中にそれを盛り込んだ次

第でございます。 

図らずも昨年のＲＩ会長のテーマは超我の奉仕で

した。この超我の奉仕という言葉はもともとロータ

リーの一端を表す言葉でもあります。それをいまさ

ら、わざわざＲＩ会長のテーマにしたわけです。ロ

ータリーの原点に戻ることがいかに重要であるかと

いうことをＲＩが再認識して、それを世界中のロー

タリアンに呼びかけようとしたのだと私は理解して

おります。 

今年度は鈴木ガバナーがそういったロータリー哲

学を重要視しているようなので、私が会長の時に学

んだものを再度まとめなおして、皆さんにいろいろ

なロータリー情報に関することをお伝えすることが、

山口年度を支えることにつながると思っております。

またそれがロータリー情報委員長、そして副会長と

しての責務だと考えております。どうぞ一年間宜し

くお願い申し上げます。 

職業奉仕委員会   委員長 馬場 孝 

 

本年度・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。 

副委員長に富山さん、委員に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。 

本年度基本方針としては「奉仕の第2世紀」の2年目

の現在、ロータリーの原点でもある職業奉仕について

再度理解を深め、職業奉仕を通して相手に対する「思

いやりの心を育てる」一年にしよう。まずは「率先す

る」ことから始まります。 

 活動計画としては 

1. 職業倫理を高める為、会員及び有識者の卓話を予
定し、会員の職業意識向上に努める。 

2. 会員及び職業奉仕委員は「会員職業紹介」「会員
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。本年度テーマ

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情報・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、私か各委員にご連絡下さい。 

3. 空席の職業分類に会員を入会させる会員増強活動
をする。（10月職業奉仕月間） 

4. 新人会員等を指導する為の勉強会を企画し、実施
する。 

5. 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。 

以上の内容で活動して参ります。一年間よろしくご協

力の程お願い申し上げます。 

 

 

 

 



国際奉仕委員会     委員長 橋本 代吉 

 
山口茂会長、渡邊藤男幹事よろしく。 
今年度、委員長は私、橋本代吉です。副委員長は熊

谷の国際交流に大変貢献し知り尽くしている第一人

者前会長、田島武さんです。米山奨学委員長は南ロ

ータリークラブになくてはならない人、榎本信哉さ

んです。 
基本方針： 
経済大国日本の地位向上に伴い、国際社会に接する

日本が重要になってきており、従来の国際理解や親

善だけでなく、直接的な国際貢献へと大きく変化し

ております。ロータリーにおいても全会員の理解を

得て誠意を持って各種の国際奉仕プログラムに積極

的に参加したいと思います。 
①． 職字率向上プロジェクト支援 
②． ネパール就学里親制度支援 
③． 日豪青年相互訪問を積極的に推進参加 
④． 地域国際交流に参加 

社会奉仕委員会      委員長 棚澤 正行  

                         
[基本方針] 
 会長方針にある「地域社会に合った奉仕活動を続

ける」という意思に基づき， 
RIの方針にもある水保全プロジェクトを実施する。 
[活動計画] 
１． 秋の地域事業となっている「ゴミ０運動」

へ参加。 
２． RI の方針にある水保全の一環として綺

麗な水でしか生息できない当クラブのシ

ンボルマークである「ムサシトミヨ」の

保護活動への参加。 
（越夏調査，卓話等） 

３． 周年行事となる熊谷運動公園への「しだ

れ桜」の植樹。 
 上記活動計画に加え，地区協の時，ガバナーが本

年度力を入れると話に出たアイバンク協会への登録

として，以前にも当クラブでも募集したことがある

が，クラブを通して登録をしないと実績にならない

（カードをもらえないと，登録したことになってい

ない）ということだった。あまりられていないこと

だが， 
エイズ患者はだめだが，がん患者と白内障患者は登

録できるとのことである。このようなルールがある

ということを各会員に伝え認識を高めてもらい，登

録へとつなげて行きたい。 
また，新しい社会奉仕活動を発表するコンテスト

的なことがあり，今まで発表したものを除いて（付

け加えた活動はＯＫ）を会長と相談しエントリーす

るか決めたいと思う。 

新世代委員会        委員長 清水 武 

 
 「新世代委員会は次世代の優秀な人材育成に努め、

世界理解と平和に寄与するものとする」とクラブ細

則にあるとおり、国家、会社、家庭において、いか

に優秀な後継者を作ることが現役の世代の責任であ

ると思われます。６月２４日に山口会長のお供をし

て川越氷川会館において開催された２００６－２０

０７年度第１回新世代部門セミナーに参加させて戴

きました。鈴木勲二ガバナーの熱意あるお話を伺い、

当クラブの新世代委員会として揚げた基本方針をど

う対処するか考えさせられました。ともかく青少年

との接触の機会を何とかして作り、ロータリー精神

の一部分でも理解して貰うことが大切だと思います。

又、鈴木勲二ガバナーは、ライラ委員会を組織いた

しました。地区ロータリアンが素質ある青少年指導

者を実地訓練、体験を通じ、責任ある有能なボラン

ティア青少年指導者となる方法を身につけるよう、

激励、援助し、ロータリアンと共に道徳的行為、品



格のある人を各クラブより１名選出するよう要請が

ありました。当クラブでも１名を確保する必要があ

りますので、皆様、よろしくお願い致します。 
 
 
 
 
 会計       副会計 清水 武 会員 
 
 先日ＦＡＸにてご案内の通り、上半期会費 
１３０，０００円の納入をお願い致します。組織運

営上からお早目のご入金をお願い申しあげます。ま

た、お手数ですがなるべく振込でのご入金をお願い

致します。振込先、または分割納入等は、先日のＦ

ＡＸにてご確認下さい。 
 
 出 席 報 告 
例会日  ７月１２日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８ １７ １９  ２ ５０％ 

 
 ニ コ ニ コ B OX 

 

山口茂会長 
 本日は、副会長、４大奉仕委員長、新世代委員長、

クラブ協議会、よろしくお願い致します。  
渡邊藤男幹事 
 本日はクラブ協議会です。発表される委員長の方

は宜しくお願いします。 
飯塚幸一会員 
 飯塚デース！寂しいデース！前幹事の島﨑君も無

事退院し、事務局に元気な顔を見せてくれました。

２６日の例会には出席したいと言ってましたので、

御報告申し上げます。 
島﨑次弘会員 
 みなさんこんばんは。本日も出席できませんが、

別の所でかんばっています。 
岡本庄一郎会員 
 今晩わ！毎日暑いですね。暑いと言えば、こんな

キャッチフレーズはいかがでしょうか？ 
 暑いぞ！熊谷南ロータリー 暑いぞ！山口年度 
澤田將信会員 
 お世話になります花屋の澤田、フローリストの澤

田、どちらでもよい。よろしく。 
清水武会員 
 梅雨明けはまだですね。うっとうしい日が続いて

いますね。暑い日ざしが恋しいです。 
佐川順一会員 
 本日、クラブ協議会、御発表の会員のかたがた、

今年一年宜しくお願いします。 

棚澤正行会員 
 社会奉仕委員長の棚澤です。今年一年皆様御協力

よろしくお願い致します。 
橋本代吉会員 
 山口年度も船出しましたが、国際奉仕委員会も一

年間よろしくお願いします。 
小野寺弘行会員 
 毎日暑い日が続きますね。皆さん体に気をつけて、

ロータリーがんばりましょう。小野寺でした。 
馬場孝会員 
 本日、職業奉仕委員長として発表させて頂きます。

皆様よろしくお願い致します。 
松本幸久会員 
 今晩は！！８月２３日にサンルートガーデンパレ

スにて納涼例会を行います。ファミリーでふるっ

て参加お願いします！！親睦委員長の松本でし

た！！ 
井上哲孝会員 
 皆様こんばんは。保険の井上です。本日もたくさ

んのご投函、ありがとうございました。ニコニコ

BOX委員長井上でした。 
 
投函率 ７６．５％ 
進捗率 ８．５４％ 
 
 

 

 

 

 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 島﨑次弘・井上哲孝・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

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


