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第５１１回 クラブ協議会・会長就任挨拶 
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会   長   挨   拶 

本日のプログラム ７月９日（水）  クラブ協議会(１)  「幹事・ＳＡＡ・常任委員長挨拶」 

第 １２ 代    加 藤  博   会 長 

本日 第 1 回例会会長就任挨拶と言うことで大

変緊張しております。 
私にとっては、荷が重すぎて能力もないし又商売の

方も大変な時期にお引き受けして改めて心配して

おります。最後までやりとうせなくて皆様にご迷惑

おかけしてしまうのではないかと思っております。

しかし、初代萎沢会長、前佐川会長さんに薦められ

受けさせていただいた以上何とかやりぬく覚悟だ

けはもとうと思っているところです。 
 私の年度の方針ですがこのような時代こそ、奇を

衒うのではなくロータリーの基本理念に立ち日常

の事業、生活の中で着実な実践を重ねてきた先輩ロ

ータリアンの実績を踏まえ、その活動を引継いでい

くことが大切と考えています。と言う事はＲＩ会

長、真下ガバナーの基本方針を学びそれを理解し実

践につなげることになると思います。 
 

祝 加 藤 年 度  ス タ ー ト 



具体的に私が今やっていこうと考えることは、クラブの例会の出席率を高められるような魅力ある例会作りで

す。100％出席例会日も作って見たいと思います。 
会員増強に関しては純増 1 名以上を実行したい。今年度で 12 本目になる千年桜の植樹を継続したい。当クラブ

のシンボルである「ムサシトミヨ」の保護に協力したい 
国際奉仕に関しては海外の姉妹クラブとの交流の実践を踏まえて、国際理解、協力の活動を進めたい。 
青少年との交流の機会を積極的にもちたい。ロータリー財団、米山奨学に焦点を当てた例会をもち理解してそれ

に答えていきたい。 
例会プログラムでは昨年度に習いアウトドアの例会を増やして私たちの街、名所旧跡などに出むいて地域を知り

私たちの活動や仕事に生かせる移動例会を実施したい。 
私達ロータリアンの人間としての資質を研くための講和、卓話の機会を持ちたいと思います。 
最後に姉妹クラブへの訪問に対しては、その姉妹クラブとの調印式等で大変御尽力いただいた当クラブの会員に

ご指導をおぎたいと思います。 
いろいろありますが、会員同士ご家族様もご一緒に仲良く親睦がより一層計れるような一年にしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お客様紹介 萎沢 利行 副会長 幹事報告 高田 直樹 幹事 

メーキャップに来てくれた熊谷東ＲＣの皆さん 熊谷東ＲＣ 斎藤勝治 会長のご挨拶 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
親睦委員会から納涼例会のご案内です。 
ワインにはヴィンテージワインとノンヴィンテー

ジワインがあります。 
ヴィンテージワインと言うのはその年に取れたぶど

うだけで作るワインです。 
ノンヴィンテージワインはいろいろな年のワインを

混ぜて作るワインです。しっかり作られたものはど

ちらもおいしいです。 
何か記念の年のヴィンテージワインを飲むのはワ

インの楽しみ方のひとつです。 
長期熟成型のワインは30年から50年ぐらい熟成し

ます。自分の生まれた年のワインを飲むと感慨深い

でしょう。 
今回の納涼例会では熊谷南ロータリークラブ発足

の年であります 1997 年のワインをいただき、感動

しながら親睦を深めたいと思います。また 11 年た

ったことを祝い、これからのロータリーについても

みなさんで夢を語っていただきたいと思います。 
シャンパン、白ワイン、赤ワイン、すべて 1997

年のフランスワインで会員の皆様にご用意します。 
ワインを召し上がれない方はソフトドリンクやア

ルコールなしのカクテルでお楽しみください。また

アミュゼの山崎シェフにはワインに会うコース料理

をお願いしてあります。 
加藤博会長、親睦委員全員で試食済みです。加藤

会長にもこれなら会員の皆さんがお喜びになると太

鼓判を押してくれました。 
皆様、是非奥様同伴でご出席ください。 

日時 8月27日 午後7時に点鐘、7時15分から

納涼例会 
場所 レストラン アミュゼ ℡526－1771 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 本日の理事会において新入会員の入会金の引き下

げが提案され、協議されました。現在他の熊谷地区

のロータリークラブでもすでに入会金の引き下げが

検討され、すでに実施しているクラブも多いそうで

す。熊谷クラブはいまだ１０万円を貫いているよう

ですが、東クラブでは今年度から５万円になり、中

には２万円と非常に垣根を低くしてあるクラブもあ

るそうです。当クラブはいくらにするか協議されま

して、親クラブの東クラブに習って５万円とするこ

とで承認されました。これでより会員増強がしやす

くなると思います。 
 また、ホームページも年度変わりにともない内容

の修正をしなくてはなりませんので加藤会長・高田

幹事に変更項目をご指示頂き、担当の川岸さんが残

念ながら退会することになりましたが、システムは

川岸さんで作ってもらいましたので引き続き川岸さ

んのところで直してもらう予定です。 
 
 

 出 席 報 告 
 
例会日 ７月２日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２９  １９  １１ ０ ６６％ 

お客様： 
熊谷東ＲＣ 会長・斎藤勝治様 副会長・宮川進様 

  幹事・草薙友光子様 親睦委員長・野中修様 

  ＳＡＡ・市川富夫様 

 
 

委 員 会 報 告 

親睦活動委員会 李 一孝 委員長 会員組織委員会 島﨑 次弘 委員長 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ニコニコ BOX 

加藤公一 副委員長 

 
熊谷東ＲＣ 会長・斎藤勝治様 副会長・宮川進様 

 幹事・草薙友光子様 親睦委員長・野中修様 

 ＳＡＡ・市川富夫様 

 本日は、加藤年度の第一例会に５名でメイキャッ

プにお邪魔致しました。加藤年度の盛会をお祈り

申し上げます。 
加藤博会長・高田直樹幹事 

 本日は、親の熊谷東クラブ様より斎藤会長、草薙

幹事、宮川副会長、野中親睦委員長、市川ＳＡＡ

様のご来訪、とても感謝いたし、ありがとうござ

います。昼間の東クラブの例会では４名お世話に

なりました。当クラブ会員の皆様には、本日より

１年間よろしくご指導お願い申し上げます。以上

です。 
佐川順一会員 

 南ＲＣの会員の皆様、先週の引継例会、盛大に行

われました。御協力ありがとうございました。次

年度、加藤博会長年度も宜しくお願い致します。

又、本日、東ＲＣの斎藤会長、草薙幹事はじめ、

宮川様、野中様、市川様、先程はお世話様でした。

ようこそいらっしゃいませ。 
井上哲孝会員 

 皆様こんばんは!!熊谷東クラブの皆様方、本日の

ご来訪ありがとうございます。加藤会長、高田幹

事、一年間宜しくお願い致します。井上でした。 
岡本庄一郎会員 

 加藤、高田新年度、いよいよ一年間の船出、出航、

おめでとうございます。順調なすべり出しですね。

東ロータリーの皆様、南ロータリーへ御来訪、あ

りがとうございます。ごゆっくりとおくつろぎ下

さい。 
李一孝会員 

 加藤会長、高田幹事、今年度の御活躍お祈り申し

上げます。東クラブの斎藤会長、草薙幹事、宮川

様、野中様、市川様、ようこそおいでいただきま

した。歓迎申し上げます。 
山口茂会員 

 東クラブの斎藤勝治会長はじめ、皆々様、ようこ

そお出でくださいました。ごゆっくり、お過ごし

下さい。加藤会長、高田幹事、いよいよ新年度が

はじまり、御成功を祈っております。 
棚澤正行会員 

 加藤年度のスタート心よりお祝い申し上げま親ク

ラブの東クラブ様からは、たくさんの御出席を頂

きありがとうございます。本年度もよろしくお願

い致します。 
岡部俊之会員 

 加藤年度の船出、おめでとう。始まってしまえば

すぐ終ってしまいますから。 
渡邊藤男会員 

 加藤新会長、高田新幹事、これから一年間宜しく

お願い致します。 
島﨑次弘会員 

  加藤年度スタートおめでとうございます。加藤

会長・高田幹事、一年間よろしくお願い致します。

加藤さん元気の出る小泉カツラをいつでも準備

してありますので、いつでもご用命下さい。 
榎本信哉会員 

 加藤年度スタートおめでとうございます。私もで

きるだけ御協力いたします。と毎年書いているの

ですが、冬になると極端に出席率が落ちてしまう

私です。すみません。 
吉田博三会員（会員誕生） 

 加藤・高田年度のスタートをお祝い申し上げます。

東クラブの皆様今年度もよろしく御指導の程お

願い申しあげます。 
萎沢利行会員 

 本日は加藤年度の第1回例会です。明るく楽しい

クラブライフをよろしくお願いします。東クラブ

より、斎藤会長、草薙幹事、宮川副会長、野中親

睦委員長、市川ＳＡＡ様ご来訪ありがとうござい

ます。 
矢部喜明会員 

 加藤年度スタートおめでとうございます。一年間

よろしくお願いします。 
澤田將信会員 

 お世話になります澤田で～す。本日は東ロータリ

ークラブへ、メーキャップに行き、大変お世話に

なりました。また、斎藤会長はじめ多勢のメンバ

ーに出席頂き、心から歓迎致します。加藤会長高

田幹事、すばらしい一年になりますこと心から期

待いたします。 
ニコニコＢＯＸ委員会・加藤公一会員 

 1 人でニヤニヤしてないで投函して下さい。みん

なで共にニコニコしましょう。  
 

 

 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

会報 広報(ＩＴ)委員会  
島﨑次弘・植竹知子・井上哲孝 

TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@kumagaya‐south‐rc.com
http://kumagaya-south-rc.com/ 

司会・進行 

渡邊藤男 出席委員長


