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会長 山口 茂 
 
 
皆様今晩は。 
 本日は、クラブ協議会で、上半期から下期に入っ

た訳ですが、下期の抱負を含め、４大奉仕委員長、

新世代委員長さん、１０周年実行委員会澤田副委員

長さん、よろしくお願い致します。 
 又、１０周年記念例会５月１６日に向かって、実

行委員会の方々が、準備致しており、今月中には詳

しい内容案をつめるべく、１月１５日にも、検討致

し、１月２９日には、第３回実行委員会ＩＤＭを行

います。会員皆様の出席御協力が一番重要となって 

 
 
参りますので、予定を早目に入れて頂ければ助かり

ます。 
 
会長報告 
 
1. １月１６日、熊谷青年会議所の新年会が、ホテ
ルガーデンパレスで行われ、吉田さん(御子息、
副理事長)、高田さんの御子息とお会い出来て、
御二方は中々の好青年で、大変、有意義な時間

を過ごして参りました。 
2. 松本幸久会員が、平成１８年１２月３０日付に
て、持ち回り理事会にて退会承認されました。                                                                                                                   

Ｎｏ．２６ 

 

会 長 挨 拶 本日のプログラム 1月24日(水) 
 卓話・ロータリー情報委員会 部門委員長 
       栗山 昇 様 

上半期  ニコニコBOX功労者の皆さん 



 

 

幹事 渡邊 藤男 

 
 
１． 地区より 

＊ 「友」インターネット速報№２６７ 

＊ リボンマグネットの納期について（お詫び

とお願い） 

＊ ハイライトよねやま８３号 

＊ 第2回米山奨学部門セミナーのご案内 

２． ＲＩより 

＊ＲＯＴＡＲＹ ＷＯＲＬＤ 

３． 高城神社より 

＊ 節分祭のご案内 

以上が届いております。 

  

２月２２日(木) 熊谷市妻沼中央公民館にて、ＩＭ 

４月１４日(土) ホテルメトロポリタン、 

１５日(日) 和光市民文化センターにて、 

第２５７０地区、地区大会 

 

 
 
 
 
 
 
 

      会長 山口 茂 

 
 
 
最初に皆様に上期の御協力に感謝申し上げます。 
 上期はＲＩウィリアム・ビル・ボイド会長テーマ

の「率先しよう」をテーマに、そして地区ガバナー

テーマの、ロータリーに活力を！あなたが主役、と

して、当クラブとしては「縁あってロータリー」と

し、未来に向って知り合いを深め、例会を通じて相

互啓発をと努力し、ＩＤＭも数多く実施し、長期欠

席者にも直接連絡して、出席を依頼し、諮問委員会

も上期だけで３回実施し、さらなる出席御協力をお

願いも致しました。そして会員増強の中で１名の増

がありましたが、その一方で、私の力不足で、１名

の減になり、今日現在プラスマイナスゼロという現

状ですが、今年度は当クラブ創立１０周年もあり、

全会員で祝おう「心はひとつ１０周年」を合い言葉

に各部門委員長、小委員長、会員皆様にも御協力頂

きながら、出席が１名でも多くなる様にクラブ運営

を致しますので、下期も御協力をよろしくお願い致

します。そして、ニコニコＢＯＸも会員皆様の御協

力を頂き、多くの投函をして下さり、本日は８名の

方に表彰記念品を贈呈させて頂く事となりました。

上期の皆様の御協力、大変ありがとうございました。

下期も会場等の問題もありますが、くれぐれも、よ

ろしくお願い致します。 
 
 
 
 

幹事 渡邊 藤男 
 
 
 
 
上期につきましては、私も不慣れでこれまで事務

経験がありませんでしたので、皆様にご迷惑をかけ

たことを反省しているところでございます。 
半年経ちまして今はやっと若干慣れてきましたの

で、下期は事務手続きなどのやり残しや会合の根回

しが出来なかったりとかのないように、皆様のため

にがんばりたいと思っております。どうぞ寛大に見

守って下さいます様お願い致します。 
 
 
 

＜国際奉仕委員会＞ 
 
委員長 岡本庄一郎 
 
 
 7月1日より山口年度が始まり早いものでそろそ
ろ半年が過ぎようとしています。 
 本来副会長として、又、クラブ奉仕委員長として

もう少し積極的に活動し、会長の補佐役として動か

ねば、と反省しています。残りの後期、気を緩めず

にがんばります。 
 クラブ奉仕委員会は 10の小委員会に分かれてい
ますが、まず会員増強委員会は８月 3０日にバズセ
ッションを行い増強の方法を各テーブルごとに討論

し目標を掲げましたが、目標には達しないものの川

岸君という若いメンバーに入会して頂き、これから

大いに活躍してもらいたいと思います。 
 Ｒ情報委員長の李さんにはロータリーの歴史につ
いて卓話して頂き、これからのロータリー活動はい

かにあるべきかを的確に捉えたお話で非常に参考に

なりました。 
 当クラブでは出席率が今ひとつ……という状況の

幹 事 報 告 

本日のプログラム ク ラ ブ 協 議 会 
「上半期を顧みて、 

そして下半期の活動について」 



なかで、加藤出席委員長がいつも嘆いていました。

メンバー一人一人が自分自身のために、と言う気持

ちで例会に望んでもらいたいものです。 
 クラブの一番の要が親睦委員会です。委員会のメ

ンバーはいつも緊張の連続で本当にご苦労様です。

月一の親睦例会のセッティング、８月２３日の家族

納涼例会、１１月１９日・２０日の横浜グルメツア

ー、１２月２３日のクリスマス家族例会と６ヶ月が

非常に忙しく我々は大いに楽しめましたが委員会の

メンバーは労力が大変なものだったと思います。 
 ニコニコBOXも山口会長の熱意で井上委員長の
もと、毎週の投函率、進捗状況の発表にメンバー、

会員が注目するようになりました。これは大いなる

成果だと思います。これからも発展していきたいも

のです。 
 残り後半の活動も一生懸命務めます。 
 
 
 
 

＜社会奉仕委員会＞ 
 
委員長 棚澤 正行 
 
  
皆様，先週は所用にてメーキャップをさせていた

だきましたので，遅ればせながら，「あけましておめ

でとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いしま

す。」 
 社会奉仕委員長として，前期は色々お世話になり

ました。お蔭様で無事，周年行事の「ムサシトミヨ

の越夏調査」と｢ゴミゼロ運動への参加｣ができまし

た。 
 さて，後期の社会奉仕の事業として，10周年の記
念行事である「熊谷運動公園への石碑の設置」とと

もに，周年行事の「桜の植樹」を 3月 6日(火曜日)
に予定しております。 
 今回は会長方針により「派手にやるよう」申しつ

けられましたので，例年とは違います。熊谷市長を

お迎えし感謝状の贈呈があります。そして，その様

子を熊谷ケーブルテレビに取材していただくことに

なっています。（よっぽどのことがない限り，市長も

テレビ取材もOKということになっています。） 
 せっかくの市長をお迎えしての記念行事ですので，

会員の皆様の全員出席をお願いしたいと考えており

ます。 
 今期も皆様のご協力宜しくお願い申し上げます。 
                              

以 上 
 

 

＜職業奉仕委員会＞  
 
 委員長 馬場 孝 
 
山口年度・上半期の報告させて頂きます。 

10月の職業奉仕月間は 10月 11日に職場訪問とし
て銃砲製作所である「新エスケービー工業」を計画

し、会員 10 名の参加を頂きありがとうございまし
た。生産工程の見学と製品説明、また特殊な製品な

ので安全面、管理について工場責任者から説明を受

け、また山口会長（埼玉県クレー射撃協会副会長、

国際ジャッジ認定者）より競技での銃の大切さにつ

いてレクチャーを受けました。 
法制下での製品管理及びセキュリティーの必要性を

認識し、製品の 90％が輸出品で残り 10％が国内の
狩猟・競技用という限られたマーケットでの企業活

動を知り CS（お客様満足度）の大切さを知りまし
た。見学地が遠かったのでもう少し近ければ参加者

が増えたのではとの反省もありますが、活動計画に

掲げた「普段見学が困難な施設を見学する」につい

ては目的を達成したと思います。 
 「会員の職業紹介」につきまして 3分間スピーチ
を 9月 13日からはじめ 4名実施しました。下半期
につきましても卓話のない例会に行いたいと考えて

おります。 
またその他今年度活動計画に掲げた事項で未だ実行

されていない件に付きましては下期に行っていきた

いと思いますので皆様のご協力をお願い致します。 
 
 
 

＜国際奉仕委員会＞ 
 
田島 武 副委員長 

 
 
 橋本委員長が欠席のため代理で発表いたします。 
国際奉仕につきましては、昨年の「外国人によるス

ピーチコンテスト」などに多数参加して頂きまして

有難うございました。熊谷市国際交流協会も１５周

年を迎え、２月３日から１１日まで記念行事として

姉妹都市のインバーカーギル市を２１名で訪問する

ことになりました。私も先日までの入院がなければ

参加する予定でしたが、まだ飛行機は無理というこ

とで残念です。 
 下半期も引き続き国際奉仕にご協力お願いします。 
 



 
 

＜新世代委員会＞ 
 
委員長 清水 武 
 
 
 
 初めに新世代部門の経緯をたどってみます。この

部門は牛窪ガバナー年度において新設されました。

それまで社会奉仕部門に所属していたインターアク

ト、ロータリーアクト、ライラ委員会をその部門か

ら分離し、国際奉仕部門に所属していた青少年委員

会も分離させて青少年関係の専門の部門として新た

に設立され、今年で６年目になるようです。 
 当クラブ上半期の実績としては、８月に文部科学

省の管轄で全中学校を対象としてキャリア教育事業

プロジェクトが開催されました。青少年の健全育成

と非行防止のため、中学生を職場に受け入れ、実習

させるという事で当クラブでは富士見中学校等より

生徒をカメラのコバヤシさんを初め、数社が受け入

れて対応致しました。 
 次に、１１月１１日に会長さんと県立松山女子高

校インターアクトクラブ認証状伝達式に参加致しま

した。女子生徒の２０名程度の出席があり、鈴木勲

二ガバナーより認証状の授与があり、生徒からは決

意宣言の発表がありました。又、東京西ＲＣの藤山

一郎氏の作詞作曲によるインターアクトの歌が斉唱

されました。 
 次に、１２月３日、東京国際大学（第１キャンパ

ス）国際ロータリー第２５７０地区ローターアクト

第１８回地区年次大会に、岡本副会長さんと参加致

しました。大会テーマは「一言入魂」でした。式典

後は記念プログラムのディベートがあり、私は初め

ての体験となりました。Ａ班からＤ班に分かれ、学

生と一緒にテーマ①人生は金か愛か、テーマ②小学

生の英語教育について賛成か反対か、という事につ

いて、楽しい討論が出来ました。 
 下半期としては、まず来る１月２１日に東松山の

県立松女高校に於いて開催されますライラデーに、

棚澤会員のご子息さんと参加させて頂きます。ライ

ラとは「ロータリー青少年指導者養成プログラム」

の英語の頭文字を取ったものだそうです。これから

微力ながら努力させて頂きますので、下半期もよろ

しくご協力をお願い致します。 
 
 
 
 
 

 
 

＜10周年実行委員会＞ 
 

加藤 公一 委員長 
 
 今晩は、10周年実行委員会ですが、10年たって
も出席率が少しも上がってなくて今日が19人です
か？ このままでは 10周年記念例会も何というか
うつろな催しになってしまわないかと心配になりま

す。これから澤田副委員長からもお話がありますし、

委員会の中にも企画委員会も設置されておりますの

で中身の方もそのうちお知らせできるかと思います

が、5月16日が本番ですのでその前の先ほど社会奉
仕の方からお話がありました3月6日の桜の植樹を
どうでしょうか、全員出席を目標に取り組んでみま

しょうよ。休みがちな会員に声をかける係りの組み

合わせなどもこれから考えていって実行していかな

ければならないと思っています。今日出席している

方々がみんなで働きかければ大変なパワーになると

思います。  
5月 16日の本番の前に、まずみんなで3月6日
（火）の移動例会を 100％参加をめざしてがんばっ
て、いい流れで 10周年記念例会に望みたいと思い
ます。執行部とも緊密に連絡を取って取り組みます

のでご協力よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 

澤田 將信 副委員長 
 
 
 
皆さん今晩は。副委員長の澤田です。  
 会員の皆さん、今年度は 10周年の節目の年であ
ります。実行委員会も大変出遅れましたが、着々と

準備を進めております。 
 ただクラブの 10周年を祝うのではなく、皆さん
と一緒に会員一人一人が 10年の大きな節目である
という自覚を持って取り組んで行きたいと思います。 
 皆さんのご理解を頂き、5月 16日の式典が盛大に
挙行できますようご協力よろしくお願いします。 
  
 
 
 



 
 
 
 

 出 席 報 告 

加藤 公一 委員長 
 
例会日 １月１７日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８  １９  １９ ０ ５０％ 

 
 

 ニコニコ BOX 

井上 哲孝 委員長 

 

山口茂会長 
 本日のクラブ協議会、４大奉仕委員長、新世代委

員長さん、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。四大奉仕委員長と新世

代委員長の方、ご挨拶宜しくお願い致します。 
澤田將信会員 
 今年もよろしくお願い致します。澤田でした。 
吉田博三会員 
 本日は雨が降り、大変寒い１日でした。予報によ

りますと、明日は３月の陽気になるそうです。春

は少し遠いですが、着実に近づいています。皆さ

ん、がんばりましょう!! 
佐川順一会員 
 本日、四大奉仕、および新世代委員長、御発表よ

ろしくお願い致します。先週は早退して申し訳あ

りませんでした。 
飯塚幸一会員 
 今日は朝から雨が降り、暗い１日でした。ＲＣの

例会で、明るい雰囲気を作って頂き、明日から頑

張りましょう。 
斉藤考慶会員 
 御世話になります斉藤です。今年初の例会となり

ます。今年も、ふつつかなやつですが自分なり努

力していきますので今後とも宜しくお願いします。 
草薙光会員 
 松の内も過ぎ何だか変ですが、新年あけましてお

めでとうございます。本年も又よろしくお願いい

たします。相変わらず欠席が多いと思いますが、

何分とお許し下さい!! 

清水武会員 
 こんばんは。清水です。今晩は出席者が少なそう

で、さびしいですね。 
馬場孝会員 
 本日はクラブ協議会で発表させて頂きます。宜し

くお願い致します。 
岡本庄一郎会員 
 新年の例会、本日は初めての出席です。あけまし

てお目出とうございます。本日はクラブ協議会で

す。私のつたない発表もします。よろしくお願い

致します。 
島﨑次弘会員 
 本日は仕事のため欠席させて頂きます。会報委員

会の皆さん、会報の準備よろしくお願いします。

発表者の皆さんも会報用の原稿を金曜日のお昼ま

でに事務局までよろしくお願い致します。 
遠藤信行会員 
 新しい仕事の立上げでロータリー例会、欠席が多

くて申しわけありません。落ち着き次第又頑張り

ます。 
井上哲孝会員・小野寺弘行会員 
 みなさん!!こんばんは!!本日は、ニコニコＢＯＸ投
函の半期の表彰の日です。半年間、本当にありが

とうございました。残り半期も宜しくお願い致し

ます。楽しいご投函をお待ちしています。 
[会員誕生] 
棚澤正行会員 
 誕生日を祝っていただきありがとうございます。

先週はお休み頂き、すみませんでした。本日はク

ラブ協議会で発表させて頂きます。よろしくお願

いします。 
 
投函率 ８９．５％ 
進捗率 ６７．９％ 
 
上半期  ニコニコBOX功労者 表彰 
 
２１回 飯塚会員・島﨑会員・井上会員 
２０回 吉田会員・馬場会員 
１９回 澤田会員・棚澤会員 
１８回 佐川会員 
 
１８回以上の表彰です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 


