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第４６６回 石川嘉彦ガバナー公式訪問

石川嘉彦ガバナー と
河野雪雄ガバナー補佐を
囲んでの記念写真！

本日のプログラム ７月２５日（水）
早朝移動例会
「荒川周辺の自然に親しむ散策」
会 長 挨 拶
会長 佐川順一
本日は２５７０地区より石川嘉彦ガバナー、並び
に第 5 グループガバナー補佐、河野雪雄様にお越し
いただいております。河野ガバナー補佐様には先週
のガバナー補佐訪問に続き、本日はお世話になりま
す。今日は通常例会後、ガバナー公式訪問プログラ
ムがございます。今年度、クラブの理事・役員・各
部委員長の意気込みをご発表いただくことになって
おります。長時間に亘る日程ですが、クラブ年次行
事の最重要イベントでもあります。どうぞよろしく
お願い致します。
今週、日本列島は二つの大きな自然災害に襲われ
ました。新潟沖地震と西日本の台風被害です。地震・
洪水も困りものですが、世界では水不足で住環境が
大きく変わった地域も報告されています。オースト
ラリア南部、私たちの姉妹クラブでありますアッパ

ーヤラ地方でも深刻な状況だときいています。ヤー
ラ川の源泉が枯渇し、付近の湖が干上がり、ブドウ
の収穫に大きな影響が出ているということです。片
や大雨による洪水被害、片や渇水による作物被害。
今年度のＲＩのテーマである
「シェア」
「分かち合い」
がなんとも恨めしいと思った次第でありました。
さて、水資源といいますと、今年度ＲＩ会長ウィ
ルフレッド・ウィルキンソン会長、ならびに石川嘉
彦ガバナーも継続事業の一つとして
「水資源の確保」
をあげています。本クラブでも「環境保全」にはク
ラブをあげて力を入れております。後ほどクラブ協
議会で各委員長のご発表の中でもおそらくその辺の
話題も出ると思いますが、環境問題は先進国と発展
途上国の文明の発展の度合いと密接な関連があるだ
けに政治問題になるケースが多く、一朝一夕では解
決できそうもなさそうです。ロータリアンとしては
その底辺として知恵を出し、力を合わせなければ成
し遂げられない永遠のテーマでもあると思います。
熊谷南ロータリークラブは歴史が浅く経験も乏

しいので、ややもすると目標を見失う可能性も有り
ます。石川ガバナー様にはガバナー講話をお願いし
てあります。本日、高い見地から理想的なクラブ運
営に関して当クラブにご教示頂ければ幸いです。ど
うぞよろしくお願いいたします。

です。
わかちあう
職業で得たもの、技術や少しばかりの財産を持っ
ているので、みんなでそれらを含めて分かち合いま
しょう。ロータリーを分かち合いましょう。

ガバナーご挨拶
石川嘉彦ガバナー

平成１９年度会長

クラブ運営方針

佐川順一

第２５７０地区ガバナーの石川です。公式訪問２
回目です。非常に緊張しています。なるべくチャー
ターの若いクラブから回りたく、熊谷南を２回目に
選びました。
今日は、RI 会長のメッセージを伝えなければなり
ません。
その前に、新潟県中越沖地震の事ですが、災害予
備金１０００万円があるため、明日の１０００万よ
り今日の 1００万だと思い、今朝１００万円を送金
するよう手続きをしましたが、振込口座が無いので
出来なかったのが、残念です。
サンディエゴ国際会議について
ロータリーシェアズというのを聞いて、ロータリ
ーは分かち合いというのを翻訳して目標としました。
We are family をサブテーマにしようと考えました。
世界に広められたらロータリーの一員と思えるので
はと考えました。
その夜、1300 人程の晩餐会が行われました。驚か
されたのは、
物凄くしっかり設営された会場、
進行。
それらに感激しました。
ガバナーのロータリー感
27 年前に入会いたしました。パストガバナーが非
常に厳格な人で、例会は休むな！例会の 1 時間が調
整出来ないようでは、経営者をやめた方がよいと言
われました。ただ、例会参加 100％は無理だと思い
ました。
ロータリーは非常に勉強になることばかりであり、
ロータリーは人生の道場だと思います。
女性の会員について
1978 年にカリフォルニアクラブに女性会員を入
会させ、除名されたが、裁判となり、ロ
ータリークラブは負けて、女性会員が認められたの

石川嘉彦ガバナー、河野雪雄ガバナー補佐、よう
こそ当熊谷南クラブへお越しくださいました。トッ
プバッターとして今年度運営方針を述べさせていた
だきます。創立１０周年記念式典も無事に終わり、
クラブとして栄えある歴史を刻みました。今期、本
クラブ創立１１周年、新たなる年を迎えたわけです
が、前年度比較で会員数５名減という痛手を負って
しまいました。今年度は負傷したクラブの建て直し
が図らずとも第一目標となります。クラブ奉仕委員
会を中心に小委員会部門の数を１５から１２に統合
調整しました。増強委員会、ロータリー情報・広報
委員長様には今年度はやりがいのある仕事があって
なによりです。
各委員会が中心になって会員数の確保、いや会員
増に向けて取り組んでいきたいと思います。また、
クラブの体制維持のためにはロータリアンの三大義
務を堅持していただく必要があります。そのひとつ
が例会出席であります。
今年度のＲＩのテーマは ROTARY SHARES「分
かち合い」ですから、全員でクラブの保持に協力し
ていただきたいと思います。また、ロータリー雑誌
の講読も大切な義務です。購読を通じて知識の上積
みをしていただき、新たなる発見を機会に活動に親
睦に役立てていただきたく思っています。
四大奉仕委員長様には地区の部門研修セミナーで
得られた情報をクラブに還元していただき、会員の
活動意欲を盛り立てていただきたいとお願いいたし
ます。
社会奉仕活動としては環境保全。熊谷南ロータリ
ークラブのバナーに描かれている「ムサシトミヨ」
は熊谷市内の荒川支流で保護観察されている貴重な
魚です。当クラブでは創立以来、クラブの活動指針
の根拠としてこのムサシトミヨの環境保全に力を注
いでいます。
近年、グローバルに叫ばれているエコロジー、今
年度のＲＩ活動指針でもある水資源の確保に通じる
この活動を我々は誇りを持って継続していくつもり

です。また、市内の公園には前年度まで１０本の桜
の苗木を植え、環境緑地化に協力しています。今年
度も引き続きこの事業を行います。さらにこれらを
積極的にＰＲし、ロータリーの一般社会でのイメー
ジアップにも努め、さらに会員の活動意欲を高める
イベントとして今後も続けるつもりです。
今年度は月に一度の移動例会を設け、戸外で直接
熊谷の自然環境に触れたり普段目にすることのない
職場訪問をはじめ、
会員の親睦にも努める予定です。
そのためにどうか会員の皆様、可能な限り、出席を
していただいてクラブの支えとして南クラブの発展
に分かち合いの心をお分けください。
国際奉仕部門としてはポールハリスフェロー、米山
奨学制度への寄付も含め、ロータリーの真の目的で
あります国際平和のために努力する予定でおります。
以上、総員一丸となってクラブ発展のために力を
分かち合えることを期待します。
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例会日 ７月１８日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
３３
２３
１０
０
７０％
お客様：第 2570 地区ガバナー 石川嘉彦様
第 5 グループガバナー補佐 河野雪雄様
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ニ コ ニ コ BOX
棚澤正行 委員長

佐川順一会長・加藤公一幹事
台風も地震も過ぎ、あとはうちわ祭とガバナー公
式訪問を待つだけになりました。本日は最後まで
宜しくお願いします。
石川嘉彦ガバナー・河野雪雄ガバナー補佐
（ご投函いただきましてありがとうございました）
島﨑次弘会員
石川ガバナー様、河野ガバナー補佐様、ようこそ
熊谷南ＲＣへお越し下さいました。今日は心地良
い緊張感と共にお二人のお話を大変楽しみにして
おります。ご指導よろしくお願い致します。

澤田將信会員
こんにちは。
石川ガバナーようこそ、
南クラブへ。
心から歓迎申し上げます。また、公式訪問よろし
くお願い致します。
山口茂会員
石川嘉彦ガバナー様、河野雪雄ガバナー補佐様、
公式訪問御来訪ありがとうございます。本日の御
指導よろしくお願い致します。
遠藤信行会員
石川嘉彦ガバナー御指導よろしくお願い致します。
李一孝会員
石川ガバナー、河野ガバナー補佐、本日は御指導
宜しくお願い申し上げます。
吉田博三会員
石川嘉彦ガバナー、河野雪雄ガバナー補佐、よう
こそ当クラブへ。今日はご指導の程、お願い申し
上げます。
井上哲孝会員
石川ガバナー、河野ガバナー補佐、本日のご指導
の程、宜しくお願い致します。
馬場孝会員
石川嘉彦ガバナー、河野雪雄ガバナー補佐、よう
こそ熊谷南ロータリーへ！歓迎申し上げます。本
日はご指導の程、宜しくお願い致します。
渡邊藤男会員
石川嘉彦ガバナー、河野雪雄ガバナー補佐、よう
こそ南ＲＣへ。本日はご指導宜しくお願い致しま
す。
清水武会員
石川ガバナー様、ようこそ熊谷南ロータリークラ
ブへ。ご指導よろしくお願い致します。
高田直樹会員
石川嘉彦ガバナー、本日はようこそお越し頂きま
した。本日はご指導宜しくお願い致します。
岡本庄一郎会員
石川ガバナー様、河野ガバナー補佐様、ようこそ
熊谷南クラブへ。この日を心待ちにしておりまし
た。ガバナーの卓話、そして御指導、宜しく御願
い致します。
川野辺繁会員
石川ガバナーの公式訪問歓迎致します。ご指導の
程よろしくお願いします。現在参院選、どうなる
でしょうか？しかし柏崎原発は恐ろしいですね。
大きな事故、外国からの何かがあれば日本全体が
チェルノブイリではないでしょうか。
棚澤正行会員
国際ロータリー第２５７０地区ガバナー石川嘉彦
様、ようこそ南クラブへお越し頂きありがとうご
ざいます。また、河野雪雄ガバナー補佐、先週に
引き続きお越し頂きありがとうございます。本日
御指導よろしくお願いします。

熊谷南ロータリークラブ
クラブ会報委員会 井上哲孝・川岸勝・渡邊藤男
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E‑mail: ksr@ps.ksky.ne.jp

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

