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第４５５回 川岸会員イニシエーションスピーチ・吉田会員スピーチ     

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

本日のスピーチ 川岸 勝 会員（３３歳）と 吉田博三 会員（ロータリー歴３１年） 
 
 
 

 
 

会長 山口  茂 
 
 
 

皆さん今晩は。 
 先日の地区大会では、和光まで多くの方が出席し

て下さり、ありがとうございました。地区大会より

一部お話し致します。 

 
 
 
・２５７０地区平均出席率 ８５，７５％ 
・全国３１地区で２１位 
・初年度会員数２０４２名 ３月現在２１００名 
・ライラは１３年間休会していたが、今年度鈴木ガ

バナーより再開 
 地区大会の目的は、旧交を温め、新しい友人を作

る交歓、感銘深い講演、地区クラブ及び国際ロータ

リー全般に関する問題の討議によってロータリーの

プログラムを推進することです。 
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 又、地区大会にて、当クラブは意義ある業績賞と

して、地区表彰の奨励賞を地区貢献の一環として当

クラブ全員が、１０年前から千年桜の植樹を認知さ

れたこととなります。これも歴代パスト会長はじめ

会員の皆様の常日頃の御苦労、協力、貢献が認めら

れ、１０周年の節目に大変うれしく受け止めていま

す。 
 又、前年度地区国際奉仕部門委員長の吉田博三様

への感謝状を私が代理で受けて参りました。これは

当クラブにとって大変名誉なことで、又、地区部門

委員長はなかなか指名頂ける事ではないので、皆様

で盛大な拍手をお願い致します。大変おめでとうご

ざいました。 
 本日より１０周年式典まで２２日となりました。

皆様の御出席、御協力をよろしくお願い致します。 
 
[会長報告] 
・ ４月１４日、２５７０地区大会、本会議、ＲＩ

会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に渡邊幹事、澤田パ

スト会長と出席してきました。 
・ ４月１５日夕方より、野口白汀先生の東原書道

会総会、野口岱寛先生第３８回日展入選祝賀会

に出席し、野口白汀先生には、熊谷南ロータリ

ークラブの名前を話の中に数多く出して頂き、

大変有意義な祝賀会でありました。 
・ ４月１６日野口白汀先生自宅に澤田將信１０周

年実行副委員長とお伺いして、熊谷南ロータリ

ークラブ名の書をお預かりして参りました。 
 
 
 
 
                                                                                                                    

 
 

        

幹事 渡邊 藤男 
 
１． 地区より 

＊ 「友」インターネット速報№２８０・２８

１・２８２ 
＊ ハイライトよねやま 86号 

２． 熊谷の環境を考える連絡協議会より 
＊ 定期総会開催のお知らせ 

３． 本日卓話予定だった鈴慶子さんより 
＊ 欠席のお詫び 
          以上が届いております。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ソングリーダー       司会・進行 

 佐川順一エレクト      澤田將信ＳＡＡ 
 
 

地区より前年度地区国際奉仕部門委員長の 
吉田博三会員に感謝状が授与される 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地区協議会の報告」 
 
佐川順一エレクト 

 
 
 過日行なわれました地区協議会には幹事さん、四

大奉仕委員長さん、Ｒ財団米山奨学の各委員長さん

にご出席頂きまして有難うございました。当日は和

光市にある淑徳大学で行なわれ、第一部は第２６８

０地区パストガバナー田中毅さんの研修講座でした。

田中さんはご自分でロータリーについてのホームペ

ージを開いているほどの方で奉仕の理想について講

演され鈴木ガバナーや石川ガバナーエレクトが眼か

らうろこが落ちるようだと言われるくらいで私も大

変勉強になりました。第二部では部門別に分かれて

各委員長さんに研修を行なって頂きました。朝から

お疲れのところを次年度のために勉強して頂きまし

て有難うございました。後ほど時間を取って頂きま

してクラブ協議会でこの地区協議会のことを発表し

て頂きますのでよろしくお願いします。 
 

幹 事 報 告 



 
川岸 勝 会員 
イニシエーション 
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ご紹介にあずかりました、株式会社シードの川岸

です。お聞き苦しい点などあると思いますがご了承

ください。 
弊社は妻沼高校そばで 5人で設立しました。 
そのときは合資会社エントラストという仲間内の集

まりで会社をおこしました。 
会社ごっこのような結構安易に会社を設立してしま

ったのもあり、半年くらいはお給料が無いような状

態でした。IT関連の仕事をしていたおかげもあり売
上なども順調に伸びた時期もありました。 
そのようななか5年前に本格的に事業として運営し
ようと熊谷に本社を移し、有限会社シードが設立し

ました。 
簡単に弊社の業務内容をご紹介したいと思います。 
弊社はコンピュータを使用したソフトウェア、主に

事務係の業務ソフトの構築から運用サポートまでを

主業務としております。例えば、受注から仕入・発

注、売上までを管理するような販売管理のシステム

やものを売る現場などでは、販売在庫などの在庫管

理システム、従業員の勤怠、旅行交通費精算などの

労務管理システムを開発しております。 
今増えてきているものでWEBサービスがありま
す。簡単なもので親しみやすいものとしては、ホー

ムページの製作がありますが、弊社では商売をイン

ターネットでやられる方が増えていますのでECサ
イトなどの製作からサーバやデータの管理などの運

用サポートまで一括で行っております。 
シードとは別に、WEB 運用に特化した別会社を
設立しまして、サポート体制の強化などを図ってお

ります。現在運用してメジャーデビューしようとし

てるサイト「なんでもコラボ」というインターネッ

トサイトの開発と運用のお手伝いをしています。是

非ご活用いただければと思います、簡単に申し上げ

ますとミクシーや Yahoo のブログなどのたぐいに
入りますが、また一風変わったサイトで雑誌やラジ

オなどでも紹介されています。 
IT業界も淘汰の波があり、得意分野や特化した技
術がないと生き残れない業界となっており、日々技

術の向上を要求されております。ただ、WEB、イ
ンターネットの世界はまた違うものがあり、こちら

は発想とセンスで、いくらでも成長の可能性を秘め

ております。皆様もご活用いただいていると思いま

すが、楽天やYahooなどのオークションやヴァーチ

ャルな店舗運用では、表現力やアイデアだけでも流

行の店舗を構えることができます。 
多々ありますが、コンピュータを主体としたシス

テム活用のお手伝いをできればよいと考えておりま

す。 
 
 
 
吉田博三会員 
のスピーチ 

 
 
 
川岸さんは確か３３歳ですか、やはり若い人のお

話はいいですね。夢があるし、粘りも感じましたし

私のウン十年前を思い出しました。 
今日卓話に来て頂けるはずでした鈴さんは残念で

したが、スポーツの話をしますと私もずっと剣道を

やっておりまして、国体に２回、高校の時にインタ

ーハイに２回、大学では全日本と関東学生選手権に

団体と個人で７～８回出場しました。成績はどうだ

ったかというと、団体は私だけの力ではありません

ので関東も全日本も優勝することができました。個

人戦では全日本で３年生と４年生の時にベスト８ま

で行きましたがそこで負けました。関東大会では全

選手が一日でトーナメントで優勝を決めるので一日

７～８戦戦うことになります。そこで決勝まで行き

まして負けましたが、未だに負けたとは思っていま

せん。なぜかというと、最初に３本私が取りました

がそのあとに３本相手に取られて負けてしまったの

です。なぜそんなことが起こるかというと、審判の

ミスジャッジです。ここ一番というところでは、選

手も緊張してますが審判も緊張しているのです。当

時私は学生としては相当高度な技を使っていたので

緊張していた審判には私の技はあまりに早くて見え

なかったのですね。と気休めで今でも思っておりま

す。（・・・でもホントノハナシデスヨ） 
高校の時も決勝で同じように一本先取しながら続け

て入ったはずの一本を審判に取ってもらえず、気落

ちして集中が切れてしまい負けてしまった経験があ

ります。どうも自分はここ一番というところで弱い

のではないかと反省点として残っております。しか

し、私はそそっかしい？ので２９歳の時に７段を取

りました。今では年齢制限があって３０歳以上でな

いと受けられませんので、２０代で７段を取れたの

はひとつの歴史を残せたのではないかと誇りに思っ

ております。 
 では今日は出席について山口会長からお話を頼ま

れましたのでお話させて頂きますが、今日は出席が

50%と言うことで多くはないが半分の方に出て頂い
てる訳ですが、なぜ出席をうるさく言うかというと



出席をしてくれないと色々な委員会活動がやりにく

いとか、欠席した人に資料を送らなければならない

とか、皆さんに負担がかかるわけです。そういうこ

とが分かっている方は出席をすると思いますし、欠

席をするのでも連絡をすると思います。それもしな

いで欠席をしている人というのはどうでしょう、申

し訳ないが皆さんの友達としてふさわしいのか、と

思うわけです。 
 ロータリーにおいて「出席」できるには少なくと

も3つの条件が満たされなければならないと思いま
す。ひとつは健康です。人間健康でなければどうし

ようもありませんし何もできません。もうひとつは

家庭です。家庭に問題があればやはりロータリーど

ころではないかもしれません。最後に仕事ですね。

経済的に問題があり職業奉仕がうまくいかないとい

う時にはやはりロータリーには出られないというこ

とになってしまいます。 
しかしこれが満たされていても出ない人がいるな

ら誠に贅沢な話でそれではバチが当たるような話だ

と思います。しかし出てこない人はそれぞれその人

なりの理由があると思いますので大きな気持ちで出

てこられるよういい雰囲気を作れるようにお願いし

たいと思います。 
ロータリーには職業の違う方々が入会しており、

我々のクラブでは約４０名の職業の違う人達がいる

訳です。それこそ何十種類の職業の方が一週間に一

度は決まって集まる機会がある。予約なしです。い

ちいち約束する必要もないのです。これは素晴らし

いことです。そこで専門的なお話をしたり自分を磨

いたりできる訳です。例会で人脈および知識を高め

られる絶好機ではありませんか。これで出席しない

なんて本当にもったいないことですね。出席しない

なんてとんでもない、そういうふうなロータリーに

しなくてはいけないと思いますね。 
今後のロータリーについては、ロータリーがこれ

からどうやっていったら魅力がつくのか、どういう

ロータリーを作ればいいのか、ということを今真剣

に考えていかないと、せっかく入会した人がすぐ嫌

になってやめてしまう、あるいはいる人は面白くな

いんだけれどもお付き合いでという気持ちだけで営

まれますと、ますますつまらないし先々寂しいもの

になってしまいます。これからのロータリーに何が

必要かというと、地域に夢を与えるという心を持つ

ことが必要なのではないかと思います。この地域の

夢をロータリーが掲げて引っ張っていけるように、

皆さんがお持ちの専門的な力や見識の高いところか

らこの町をどうすれば良いのか、ということを掲げ

ていく次代になったのではないかと思っております。 
最後にやはりロータリーにはリーダーシップが大

事で、強いリーダーシップが不可欠のものだと思い

ます。リーダーになった人は本当に大変だと思いま

すし今年度の会長さんも一生懸命取り組んでおられ

本当にご苦労さんですが、これからもこのクラブか

らますます素晴らしいリーダーを生んで行かなきゃ

いけないし、いいリーダーがこの地域の人あるいは

このクラブの方々に大きな夢を提案して、それに向

かってみんなで活力を出していく。そういうことを

やっていけばロータリーは楽しくてためになる、と

いうふうにできるのではないかと思います。 
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 出 席 報 告 

加藤公一 委員長 
 
例会日 ４月２５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 

 先日は地区大会出席ありがとうございました。川

岸さん本日のイニシエーションスピーチ、吉田さ

ん卓話、大変楽しみにしております。私事ですが、

２人目の孫が誕生しました。 
渡邊藤男幹事 

 先日の和光市民会館で行われました地区大会に参

加していただいた会員の皆さん、どうもありがと

うございました。また本日は急遽プログラムを変

更してしまい、スピーチしていただける会員様に

は感謝申し上げます。宜しくお願い致します。 
吉田博三会員 

 本日はイニシエーションスピーチがまわって来ま

した。よろしくお願い致します。 
澤田將信会員 

 お世話になります。澤田です。絶好調です!!以上
です。 

岡本庄一郎会員 

 吉田さん、川岸さん、本日の卓話、期待していま

す。 
 先日ここガーデンで荒川中学校の同窓会をやりま

したところ、４００人中１００名の出席でした。

５８才にしてはよく出席したと思います。 
飯塚幸一会員 

 仕事は暇ですが、中学の PTA 総会や歓送迎会で
忙しい毎日です。山口会長も後２ヶ月で会長職も

終わるので笑顔が絶えない様ですが、後２ヶ月頑

張って下さい。 
佐川順一会員 

 本日のイニシエーションスピーチ、川岸勝会員、

吉田会員、よろしくお願い致します。先週２２日、

地区協議会、各委員長さん、大変お疲れ様でした。

次年度、宜しくお願い致します。 
島﨑次弘会員 

 ４月もあとわずか、もうすぐ新緑の清々しい季節

が訪れます。５月は一年のうちで私の一番好きな

月でした。１０周年がなければ……。あと３週間

で本番です。ガンバリましょう。川岸さんも今日

のスピーチガンバッテネ！バッチリ録音とってお

きます。 
川野辺繁会員 

 長女に２人目の子が２３日に生まれました。女の

子です。産院に行ったら 20 分後に生まれたそう
で、安産で我々ジジババはほっとしております。

4 月に入って、これからゴルフをやるように足を
鍛えています。今のところ健康です。 

高田直樹会員 

 皆さん、こんばんは。今日も宜しくお願いします。 
小野寺良彦会員 

 熊谷女子高校の卒業生で滋賀県知事の嘉田由紀子

さんの記事を読んだ。「もったいない」をキーワー

ドの一つに、何かするときは、それが本当に必要

なのかどうか。子供たちや孫たちの世代の為にな

るのか非か調べて話し合って、灯台下暗しになら

ぬ様、事は進めたい。 
馬場孝会員 

 例会に遅れて申し訳ありません。 
棚澤正行会員 

 本日、川岸会員と吉田会員の卓話イニシエーショ

ン SP聞けなくて残念ですが、うちわ祭りの集ま
りがあり早退させて頂きます。ゴメンなさい。 

[会員誕生] 
大野英夫会員 

 ぼくちゃんも65才になりました。あと35年です。
ガンバリます。 

[奥様誕生] 
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。先日は、私の妻に美しい花カゴを頂き、

ありがとうございました。又、チャチャポーヤ夜

桜営業には、たくさんの方々においで頂き、本当

にありがとうございました。今後とも公私共々宜

しくお願いします。と妻も申しておりました。 
 
投函率 ８３．３％ 
進捗率 ８４．６％ 
 

 

 

 

 

 

 

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/ 


