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第４５９回 クラブ協議会 一年を顧みて      

 
 
 
 
 

会長 山口  茂 
 
 

皆様今晩は。 
５月１６日の当クラブ創立１０周年式典では、加

藤実行委員長、澤田副委員長、島﨑総務委員長をは

じめ、会員皆様の全面的支援を頂き、何とか無事に

終了する事が出来、ホッとしております。皆様に深

く御礼申し上げます。 
又、本日はクラブ協議会、小委員長の皆様、よろ

しくお願い致します。 
外部より異和音も入ってきているかもしれません

が、気にすることなく、１ヶ月強をよろしく、会員

の皆様お願い致します。 
又、次年度佐川エレクトに会員皆様の御協力を私

からもくれぐれもお願い致します。  
 
「会長報告」 

 
1. 熊谷市長、熊谷クラブ、熊谷東クラブに創立１０
周年式典の御礼に行って参りました。又、当日出

席頂いた来賓の方には、直接お電話にて御礼を申

し上げました。 
2. ５月２０日、秩父市羊山公園のロータリーの森  
に当クラブのしだれ梅を植樹して参りました。岡

本副会長と渡邊幹事と３人で出席しました。（米

山学生も参加） 
3. 熊谷社会福祉協議会より寄付御礼に来店頂きま
した。 

4. ５月１６日、江南町熊谷市合併記念式典が、さ
くらめいとで開催され、出席致しました。２月

１３日の合併により、県北初の２０万都市とし

て大きな第１歩を熊谷市は出発しました。 

 
                                                                                                               

 

        

幹事 渡邊 藤男 
 
 

１． 地区より 
＊ 「友」インターネット速報№２８４・２８

５ 
＊ 平成 19 年度高校生社会体験活動への協力
について 

＊ 国際大会日本人親善朝食会について 
＊ ハイライトよねやま 87号 

２． 熊谷ＲＣより 
＊ 熊谷ロータリークラブパンフレット 
ロータリーとは（Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕ

ｂ）の発刊のお知らせ 
３． 熊谷東ＲＣより 

＊ 会報№２７～３６ 
          以上が届いております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 司会・進行 
佐川順一ソングリーダー   馬場 孝 副ＳＡＡ 
  
 
 
 

Ｎｏ．４１ 

 

会 長 挨 拶 

本日のプログラム ６月６日（水） 
親  睦  例  会 

幹 事 報 告 



 

 

 

 

＜ロータリー情報委員会＞ 

 李 一孝 委員長  （代読 渡邊幹事） 

 ロータリーとは何か？これからのロータリーはど

うあるべきか？ 

この質問に答えるためにロータリー情報委員会が何

をするべきかを年度の最初に考えました。 

どんなことでも物事の本質を理解するにはその歴史

を学ぶことは重要です。 

そういった意味でわたくしが会長の時からロータリ

ーの歴史を皆さんとともに勉強してきました。 

本年度はわたくしの卓話を一度行いました。 

しかし、わたくしの力量不足で皆様に多くの情報を

お伝えすることができませんでした。 

今後機会あればまたお話したいと思います。 

これから国際ロータリーがわれわれをどのように導

いていくのかということが今後の重大関心です。 

 これからのロータリーのあり方を思うと国際ロー

タリーからの情報に目を離せません。 

今年度は個人的な理由で欠席が多く申し訳ありませ

んでした。 

熊谷南ロータリークラブがますますよいクラブにな

るように努力していきたいと思います。 

 
 

＜職業分類委員会＞  
 
岡部俊之委員長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜出席委員会 ＞  

加藤公一委員長 
 
出席率が悪いです。 
当委員会の責任です。 
来年こそは出席委員会がルンルンでいられる年にし

たい。 
出たい例会企画。 
出て得する例会。 
出たら楽しい例会。 
 
 

＜クラブ会報委員会＞ 

島﨑次弘委員長 
 
活動計画書に書いたように、会報は例会とクラブ

運営の正確な記録者であるということを念頭に置き

ながら、やはり会員に読んでもらえなければ意味が

ないので、なるべく会員の皆さんに手にとって中身

を見てもらえるように私なりに工夫をした紙面づく

りを心がけてきました。 
 上半期はおチャラケが過ぎた時もあったかもしれ

ませんが、私自身も楽しみながら会員の皆さんが楽

しんで見られるようにそれなりに手間隙を掛けて作

りましたが、途中で 10周年事業の総務・企画委員
長を仰せつかって忙しくなってしまい、今年になっ

てからはワンパターンの作り方になってしまったの

が残念です。 
 しかし、活躍してくれた方のご苦労には必ず紙面

で報いたいと、挨拶や委員会報告で発表して頂いた

会員のコメントや写真をなるべく全員載せるという

方針は一年間続けることができたと思います。 
 心残りはＩＴ化に向けた準備をしたいと目標のひ

とつに掲げながら、時間が足りず果たせなかったこ

とです。幸い次年度の会報委員長の井上さんと副委

員長の山岸さんが会報のメール配信などを軸にＩＴ

化に踏み出すよう計画中のようです。いきなりすべ

てペーパレスにするのは無理があると思いますし、

あるいはそれぞれの会員の方の希望に合わないこと

も出てくると思いますが、ＩＴ化はここ何年かの会

報委員長が毎年続けて目標に掲げながらいずれもが

果たせなかった改革でもあります。若い二人が思い

切って取り組むことですので、皆さんのご希望に添

わないことでも頭ごなしにＮＯと言わずに、むしろ

こうしたらいいよと良いアドバイスをしてあげて頂

きたいと思います。私もできるだけのフォローをし

たいと思っております。 

次年度はプログラム

委員長です。 
楽はさせませんよ。

覚悟してね、 
よろしく！ 

今年の役目は新入会員 1名の分類に 
サインをしました。年に一回でも仕事

ができて良かったですよ。こんな楽な

委員会なら毎年でもいいですね。 
 

ク ラ ブ 協 議 会 
各小委員会の発表 



雑誌広報委員会    木村 廣 委員長 
（代読 岡本副会長） 

 
会長指導の元、全会員にクラブの活性化を促進し、

会員相互の情報を交換し、親睦を友情を持って行動

し、有益な事業の基礎として新入会員を勧誘し、こ

れを育成し、ロータリー活動に積極的に参加される

事をお願いする。 
 
 
 
 

＜親睦活動委員会＞ 

棚澤正行委員長 
 
 
 何時もお世話になっております。2 代目親睦委員
長の棚澤です。 
 前松本委員長からの意志を受け継ぎ，活動計画書

に書いてある「和」を大切にし，ロータリーの友情

が広がるよう親睦活動を推進してきたつもりですが， 
何かと至らず今日まできております。 
 今までの活動としては，毎月1回の親睦例会とし
て，会員誕生，奥様誕生，結婚記念日の発表をして

いますが，新しい試みがないのが現実です。後 1,2
回ですが,考えてみたいと思います。 
 また，去年の納涼例会では，私は仕事の都合で終

わってからガーデンパレスへ行ったのですが，参加

できず残念でした。 
 クリスマス家族例会は，会長幹事とともに，サン

タクロース，トナカイの着ぐるみを委員会で誂え，

楽しい思い出となったと思っております。 
 会長，自腹のプレゼント いっぱい頂きありがと

うございました。会長の選んだ，アトラクションの

中国の楽人リーブスも良かったと思います。 
 親睦家族旅行については今年のテーマは中国とい

うことなので，会長が自腹 
で下見まで行ってもらったのですが，参加人数が集

まらないとのことで，一泊，又は日帰りとなりまし

た。そこで，李パスト会長の発案で，「上海ガニのフ

ルコ―ス」というのがあると聞き，その案に飛びつ

きました。そして募集をしたところ，21名のご家族
に参加していただきました。 通常例会より多い旅

行というのも久々で楽しかったと思います。 
 残りは引継ぎ例会となりますが，段取りは大まか

にはできてきました。 
これから IDMを行いつめていきますが，山口年度
の締めくくりを飾る楽しい 
例会にしたいと考えております。      

＜環境保全委員会＞  大野英夫委員長 
       （代読 棚澤社会奉仕委員長） 
 環境保全委員会の大野委員長に代わって発表させ

ていただきます，社会奉仕委員長の棚澤です。 
  生活環境の整備，向上をはかり，同時に自然環

境の保護，育成に努め，次世代に豊かな資産を継承

するという基本方針のものと，活動してきました。 
 具体的には， 
 ムサシトミヨの保護活動として，10月25日 越
夏調査 佐谷田小 への参加， 
１－２ｃｍ ２６  

  ２－３ｃｍ ５１ 
  ３－４ｃｍ ３２ 
  ４－５ｃｍ １  計１１０匹でした。 
 そして， 11月 12日 「荒川のめぐみと熊谷を
考える集い」の事業としての「ゴミ０運動」への参

加。これは地域奉仕とも重なりますが，15名の会員
の皆さんとたくさんのゴミを拾って来ました。 
 また，年が明けて，3月 6日 10周年の記念事業
の石碑の除幕式と絡めての周年事業 10 周年目と
千年桜の 10 本目の植樹。これは会長方針でもある
「ハデにやれ」とのことから，TV熊谷，読売新聞，
埼玉新聞を呼んで，さらには熊谷市長にまで参加い

ただき，皆様のおかげでハデにできたと思います。 
ご協力ありがとうございました。 

 
その他の発表の皆さん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜会員増強委員会＞ ＜プログラム委員会＞ 
吉田博三委員長   遠藤信行委員長 

 
  
 
 
 
  
 
 

＜国際交流委員会＞ 
           加藤 博 副委員長 



                                 
 
 
「ロータリーの森」 
の奉仕活動参加  
副会長 岡本庄一郎 
 

5月 20日(日)、第 2570地区「ロータリーの森」
の奉仕活動に、山口会長、渡邊幹事と 3人で参加し
てきました。 

1995～96年度、丁度 11年前に秩父羊山公園内に
ロータリーの森と名づけて各クラブの樹木を植栽し

ました。この 10 年間、地元の秩父ロータリークラ
ブのご厚意で継続管理をお願いしてきました。今回、

10年経過して初めて、全クラブが秩父へ集結し、自
分たちの木の成長をみて、周りの雑草を刈り、手入

れをしてきました。 
 私達熊谷南ロータリーと深谷ノースクラブの2ク
ラブはまだ植樹されていなかったので、今回初めて

鈴木ガバナーを囲み、当クラブの植樹をしてきまし

た。当クラブの木の名前は「しだれ梅の赤」です。

非常に良い木です。この樹を大きくする為にも我々

会員が1年に1度は移動例会として雑草を刈り込み
に行き、その成長をみたいものです。 
 昼食は、2570地区の参加者全員で、近くの農園で
バーベキューを楽しみました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 出 席 報 告 

加藤公一 委員長 
例会日 ５月２３日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３７  １４  ２１ ２ ４３％ 

 
 
 

ニコニコ BOX   島﨑次弘 副委員長 
山口茂会長 

 先日の１０周年記念式典では、皆々様には、大変

お世話になりました。９０％以上の会員の方々に

出席頂き、厚く御礼申し上げます。ロータリーの

友情に深く感謝申し上げます。 
渡邊藤男幹事 

 先週の１０周年記念式典には、会員の方々の多く

の出席を賜りまして、誠にありがとうございまし

た。今週はクラブ協議会です。発表される方はよ

ろしくお願いします。 
吉田博三会員 

 １０周年記念式典、誠に立派に出来ました。会長

はじめ実行委員の皆様大変であったと思います。

本当におめでとうございました。 
岡部俊之会員 

 １０周年記念成功おめでとう。このたびホテルガ

ーデンパレス様よりリニューアルの設計監理業務

を受注しました。南ロータリークラブの例会場に

ふさわしいデザインを各所に取り入れています。

工事中は何かとご不便をかけますが、よろしくお

願い致します。 
遠藤信行会員 

 先週は１０周年式典実行委員の皆様御苦労様でし

た。 
佐川順一会員 

 １０周年記念式典、盛況のうちに無事、終了する

ことが出来ました。スタッフをはじめ南クラブ全

会員の努力の結晶が見事に実を結びました。皆様

大変おつかれさまでした。 
棚澤正行会員 

 先日は十周年委員会の皆様大変お疲れ様でした。

思い出に残る記念事業ありがとうございました。 
馬場孝会員 

 1０周年記念、皆様ご苦労様でした。我社プリメ
ーラのホームページがＯｐｅｎしました。アドレ

スは http://www.primera.co.jp/  で、「ヤフ
ー」「グーグル」とも「ハンドバッグのプリメー

ラ」で検索して頂けば一番上に出ます。ＰＣでも

携帯でもご覧になれます。宜しくお願い致します。 
岡本庄一郎会員 

 先日の１０周年記念行事、皆さん本当に御苦労様

でした。終わってから感激の涙が出てきました。 
島﨑次弘会員 

 皆様今晩は。先週の１０周年記念式典は本当にお

世話になりました。皆さんと力を合わせたおかげ

で大盛況のまま終える事ができました。大成功と

言っていい成果をあげることが出来ました。本当

にお疲れ様、有り難うございました。 
加藤公一会員 

 多くのメンバーに多くの時間を割いて頂きありが

とうございました。 
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 

委 員 会 報 告 


