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第４２１回 クラブ協議会      

 

 

 
会長 山口 茂 

 
会長報告 

１． 7月 16日(日)第1回米山奨学セミナー(ウ
ェルサンビア埼玉、越生)に、私と国際奉仕委員
長の橋本代吉さんと、出席して参りました。 

２． 当クラブ会員の大野英夫さんが、7月12
日に脳梗塞にて入院されました。本日お見舞い

に参りましたが、1ヶ月位の入院が必要との事
でした。 

会長挨拶 

皆さん今晩わ。 
本日は、クラブ協議会として、先週に続き、各小委

員長さんに発表して頂く訳ですが、よろしくお願い

致します。 
来週(7月 26日)は長谷川信治ガバナー補佐、8月 2
日は鈴木勲二ガバナー公式訪問と決定しております。

ガバナー公式訪問(The Official Visit)は、ガバナー自
身が地区内の各ロータリークラブを次の目的を持っ

て訪問するものと定義されております。 
・ 重要なロータリーの問題に主眼を置き、関心を

もたせる 
・ 弱体、あるいは問題のあるクラブに特別な関心

を払う 
・ ロータリアンに意欲を起こさせ、奉仕活動に参

加させる。 
・ 個人としての地区内において、顕著な寄付をし

たロータリアンを表彰する、となっております。 
その為には、当クラブ会員の出席が何よりも重要と

なってきますので、会員皆様の出席ご協力をよろし

くお願い致します。 
                                                                                                                    

 
幹事 渡邊 藤男 

 
１． 地区より 

＊ 「友」インターネット速報№２４２ 
＊ 第1回職業奉仕部門セミナー開催のご案内 
＊ 國際ロータリー第 2570地区青少年交換プ
ログラム第 37 期交換学生募集要項の各高
等学校へ持参のお願い 

＊ 2570 地区クラブ職業奉仕委員会活動一覧
表の配布について 

＊ 第8回ロータリー韓日親善会議ご参加への
お願い 

２． RIより 
＊ ROTARY WORLD 

３．(財)ロータリー米山記念奨学会より 
＊ はいらいとよねやま 77号 

４． 谷市国際交流協会より 
＊「第14回外国人による日本語スピーチコ
ンテスト」開催にかかるご後援並びにご

協賛について(お願い) 
５． くまかんれんより 

＊ 第9回荒川の恵みと熊谷を考える集い実行
委員会資料送付について 

Ｎｏ．３ 

 

会 長 挨 拶 

本日のプログラム ７月２６日（水） 
    ガバナー補佐訪問 
          

幹 事 報 告 



                       

以上が届いております。 
 
＊大野英夫会員が、脳梗塞の為、7月12日関東

脳外科に入院されました。 
 
 
 
 
 

職業分類委員会 委員長  岡部 俊之 

 

 職業分類委員長を仰せつかっております岡部です。

橋本副委員長と一緒に一年間よろしくお願いします。 

 ロータリークラブが1業種につき1名の会員から

1業種5名の入会が認められるようになった。この

様な枠の拡大が遺憾なく発揮されるように、地域の

特性を活かしながら職業分類を行い、多くの専門職

業人の集う、活発なクラブとなるよう、職業分類の

調査、再検討をした上、5名の会員増強を目指す、

吉田会員増強委員長を手を取り合ってクラブの充実

を計って行きたい。 

 

会員選考委員会 委員長  萎沢 利行 

 

 〔基本方針〕 
推薦された入会希望者に関して、職業・社会的立場・

人柄などを調査し、ロータリー会員としての適格性

について確認する。 
 

〔活動計画〕 
１． 会員増強委員会・職業分類委員会などの関

連委員会と連携して、会員増強を目標に活

動する。 
２． 推薦会員から提供された情報を基に、職

業・社会的立場・人柄などを調査し、ロー

タリー会員としての適格性について確認す

る。 

会員増強委員会 委員長  吉田 博三 

 

 〔基本方針〕 
ロータリーの持続的発展を考える時「会員の増強な

くして発展なし」と言っても過言ではあるまい。 
山口会長の方針純増一名達成の為にも委員会として

は５名の目標をかかげる。 
会員の増強はクラブに活力と充実感を与えてくれる

魅力あるクラブ作りが 
新入会員の確保につながる様、委員会が率先努力を

する。 
〔活動計画〕 
１． 女性会員の実現。 
２． 新入会員を紹介（入会）した会員の表彰。 
３． 職業分類を参考に新しい職業や農業分野か

らも会員を発掘。 
４． 入会候補者の例会出席の検討。 
 

 

 

出席委員会 委員長  加藤 公一 

 

ク ラ ブ 協 議 会 



〔基本方針〕 
クラブとは倶（ともに）楽（しむ）部と書きます、

義務とか権利とか言わないでヤァーと集い会いたい。 
 
〔活動計画〕 
２人位交代で委員会を組んで、例会の企画を行なう

とか、立体的な活動計画も試みてみたいが、何より

も例会は楽しむ処だし機会であろう。 
 

 

クラブ会報委員会  委員長 島﨑 次弘 

        (代読 副委員長  井上 哲孝) 

1. 見やすい紙面づくり、又インパクトのある記事
を掲載して、手にした会員の皆さんが必ず中を

読みたくなるような会報にしたいと思います。 
2.  例会やクラブ運営の記録誌としてだけでなく、   
会員の皆さんからのご意見 
 やＰＲも載せられるように記名、匿名どちらで
もＯＫのご意見箱のようなものを設置して、会

報の紙面に皆さんの声を反映させたいと計画

中です。 
3.  会報のＩＴ化（ペーパーレス化）については   
前にも申し上げましたが、 
現在せっかくクラブのホームページを開設し

ていても、ホームページの内容の書き換えが

予算的な問題から一年に一度だけ年度替りの

時に行なわれるだけでその後は更新されず、

会報も載せていないため、残念ながら会員に

ほとんど閲覧されていないというのが実情で

す。先日調べた結果では第２５７０地区の各

クラブの内、約半分のクラブがホームページ

を開き、その内の半分、つまり全体の四分の

一のクラブが毎週の会報を載せています。他

クラブでもぞくぞく準備が進んできているよ

うなので、当クラブとしても更なるＩＴ化は

早急に取り組まなければならない問題だと認

識しております。今週の 22日の土曜日にクラ
ブ奉仕部門のセミナーが川越で開催され、「広

報・ＩＴの必要性」についての講義もありま

すので参考になる話も出ると思います。何と

か出席して他クラブの情報も仕入れてきたい

と思っております。 
追 伸 
  会報委員長を仰せつかりながら、しょっぱなか

ら休会が続き大変申し訳なく思っております。

この間に会報の面倒を見てくれている佐川さん、

馬場さん、井上さんに感謝申し上げます。体調

も回復して、まだ会話がうまくいきませんが何

とか通じるようになりましたので、来週から仕

事にも復帰して、来週 26 日の例会には出席し
たいと考えておりますのでよろしくお願い致し

ます。 
 
 

親睦活動委員会 委員長  松本 幸久 

 

みなさん今晩は、親睦委員長の松本です。 

いつも会員の皆様には大変お世話になって本当にあ

りがとうございます。 

 今年度の抱負についてですが、まだ未熟な私が委

員長と言う事もあり、 

何かと不安に思われる方も多いかと思いますが、 

今までの気持ちを一新し、親睦委員長としての責務

をがんばってやってみるつもりです。  

副委員長の棚澤さんをはじめ、ベテランの委員に支

えられて楽しい親睦活動が出来ればいいと考えます。 

 すこしのんびりしているところもある私ですが、

怒られながらも１年間やり通す覚悟です。  

上半期の活動ですが、 

毎月第一例会の親睦例会では、新しいことに１つで

もチャレンジして行き、 

松本色を少しでも出していければ 

自然と結果に現れていく物と思います。 

早速８月２３日は家族納涼例会もあります。毎年恒

例の行事ではありますが、 

しっかりと皆さんに楽しめるイベントにして行きた

いと思います。 

 また、親睦旅行、今年最後を締めくくるクリスマ

ス例会など 

イベントがめじろ押しではありますが、 

親睦委員をはじめ、山口会長、渡邉幹事と一緒によ



り良い企画、 

親睦活動が出来るようにがんばります。 

ではこれからもよろしくお願いします。ありがとう 

ございました。 

 

 

 

プログラム委員会 委員長  遠藤 信行 

 

〔基本方針〕 
会長のクラブ運営方針に基づいて各委員と連絡を密

にして会員に役立つプログラムを作り有意義でかつ

魅力有る楽しい例会になる様努める。 
 
〔活動計画〕 
１． ロータリー月間行事に関連委員会と協議し

てそれに因んだ企画を進めて行きたい。 
２． 継続事業と年度計画とのバランスを取る。 
３． 創立１０周年に当たり心に残る記念事業を

計画する。 
４． 各会員が活躍出来る場面多く作りたい。 
５． 自己検鑽が出来るような企画を進めたい。 
 

 

ニコニコBOX 委員会  委員長 井上 哲孝 

 

本年度ニコニコ BOX委員会としての「年間目標」
は、各会員の投函により、例会における会員相互の

親睦をより一層深めることを目的とします。 
 山口年度では、各例会の出席者に対しての投函率

を発表することで、会員のニコニコ BOXへの関心
を持ってもらうことを目的とします。さらに「ニコ

ニコ BOX年間予算」を新たに設定し、その進捗率
を各例会にて発表します。会員の投函率は、半期及

び年間表彰の対象にします。 
 以上、会員の皆様が、より一層ニコニコBOXに
関心を持っていただけるよう、委員会としてがんば

っていきます。宜しくお願い致します。 
 

 

 

環境保全委員会 委員長  大野 英夫 

        (代読 副委員長  斉藤 考慶)  

 

我々、熊谷南ロータリークラブは、今年も昨年同様

地域奉仕運動及び活動を率先して取り組み、熊谷千

年桜の植樹会や、荒川のゴミゼロ運動など地域の活

性化を考え実行して行きたいと思っております。奉

仕運動活動たるもの、少人数では非常に微力な面が

ございますので、会員の皆様の多数の参加をお願い

申し上げます。 

 

国際交流委員会 委員長  田島 武 

 

〔基本方針〕 
世界社会奉仕活動に参加し、国際奉仕、国際交流

の見聞を広める。 
〔活動計画〕 
１． 国際青少年計画による交換留学生を育成、

支援する。 
２． 熊谷市国際交流協会等、地域国際交流団体

との交流を密接に行い、情報交換並びに各

種のイベント（外国人による日本語スピー

チコンテストなど）に積極的に参加、協力

する。 
熊谷市国際交流協会は今年、創立15周年を
迎え、記念事業を計画しています。 

３． オーストラリア、アッパーヤラ RC、及びベ
ラルーシ、ミンスクRCとの姉妹クラブ締結
に伴い、同クラブとの交流を図ると共に諸外



国の文化の理解を深めるべく多いに努力する。     
 

ロータリー財団委員会 委員長  横堀 弘 

     (代読 国際奉仕委員長  橋本 代吉) 

 

〔基本方針〕 
ロータリー財団の使命は地域レベル、全国レベル、

国際レベルの人道的教育的文化交流プログラムを通

じて、ロータリーの綱領とロータリーの努力を支援

する。 
 
〔活動計画〕 
１． ロータリーを理解し財団を理解するために。 

１１月の財団月間にプログラムを企画したい。 
２． 寄付目標の達成、ポールハリスフェロー、ベ

ネファクターの募集。 
 

 

米山奨学委員会 委員長  榎本 信哉 

 

 本年度、米山奨学委員会委員長を仰せつかりまし

た榎本です。 

 自分自身が、未だロータリアンとしての経験も少

なく、米山奨学金についてこれから勉強しなくでは

ならないことがたくさんあります。こんな私が委員

長をお受けするわけですから、皆様には多大なるご

迷惑をおかけすることになると思いますが、お許し

ください。すでに先日(7月16日)の第1回「米山奨

学セミナー」も私用で参加できず、橋本代吉国際奉

仕委員会委員長に代理で出席していただいておりま

す。まことに申しわけございませんでした。 

 当クラブは米山奨学金の寄付額も決して多い方で

はないようですが、こればかりは私一人ではいかん

ともしがたい問題です。皆様のご協力あっての米山

奨学金ですので、これからの1年間何卒よろしくお

願い申し上げます。 

 

10 周年実行委員会 委員長  加藤 公一 

 
〔活動方針〕 
（会も人生にも筋目が有ります、しっかり記憶して

次なる筋目に向うべく組織表に載る事になりまし

た。） 
具体的な計画は今後、委員会で検討し実行します。 
 
 
 
 
 
 第 1 回米山奨学セミナー 
      代理出席 橋本代吉国際奉仕委員長 
 
１． ガバナー挨拶 ガバナー鈴木勲二 
    パストガバナー森、牧野、二人のガバナー

の功績 
    今年の方針 
２． 諮問委員挨拶 
    米山奨学会副理事長 金子千侍 
    東京クラブ 大正9年米山梅吉 1967年奨

学会発足 ロータリーRI認知順次国際理
解を高める 

    米山梅吉 1920年 ８５０  へ 
    ポールハリス同じ歳17回職業回り弁護士 
    1946年 6月 梅吉亡 
    1947年   ポールハリス亡 
     10年後1956年社会奉仕1年100万ドル

集まる 
    1952年 米山基金日本設立 
    1954年 第 1回奨学生受入れ 

1971年 学友会関 設立 現在24名(2年
6名、1年 18名)  

委 員 会 報 告 



３． 米山奨学部門の寄付について 
    川越ロータリークラブ推進委員長吉崎秀夫 
    ロータリーに活力を  

今年の目標一人 17,000円 
米山功労者1人 10万円(感謝状) 
マルチプル１人 20万円( 〃 ) 

４． 米山奨学生について 
    2006～7年度米山奨学生自己紹介及びスピ

ーチ 
    21人全員 日本と母国のかけ橋 
 
 出 席 報 告 
例会日 ７月１９日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８ １７ １７  ２ ５０％ 

 
 ニ コ ニ コ B OX 

 

山口茂会長 
 本日のクラブ協議会、各小委員長さん上半期の活

動の発表よろしくお願い致します。 
渡邊藤男幹事 
 本日は小委員長の発表です。発表者の方は宜しく

お願いいたします。 
飯塚幸一会員 
 ①明日から熊谷の夏祭り「うちわ祭り」あいにく

の天気ですが、夏バテしないよう頑張りましょう。

９月４日文月玲バレエスタジオ第９回発表会が開

催されます。又後日御案内申し上げますので、是

非見に来て下さい。事務局員の清水さんも出ます。 
 ②とても寂しい飯塚デース！来週は女房(島﨑前
幹事)が帰ってきます。大変楽しみデース？ 

岡部俊之会員 
 私もいよいよおじいちゃんと呼ばれそう。 
澤田將信会員 
 お世話になります澤田です。雨、雨、雨、うちわ

祭り、雨、晴、？ 
吉田博三会員 
 先週はお休みをさせていただきました。又よろし

くお願い致します。 
島﨑次弘会員 
 皆さんこんばんは。島﨑です。近々出席したいと

思います。よろしくお願い致します。 
大野英夫会員 
 本日は病院にて、出席出来ませんが、斉藤さん、

ハリキッテ、若さで、上半期の活動計画発表よろ

しく頼みます。斉藤さん、ガンバッテ。 
馬場孝会員 
 明日から「うちわ祭り」つくばでデビューです。

宜しくお願い致します。 

斉藤考慶会員 
 御世話になります斉藤です。梅雨もあと少しであ

けそうですね。がんばりますです。 
松本幸久会員 
 こんばんは。本日のクラブ協議会よろしくお願い

します。 
井上哲孝会員 
 みなさん、こんばんは。ニコニコＢＯＸ委員長の

井上です。本日もたくさんのご投函(この文章を書
いている今は、何通ご投函あったかは不明ですが

…)ありがとうございます。また来週も宜しくお願
い致します。 

 
投函率  ５８．８％ 
進捗率 １０．０８％ 
 

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/ 


