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第５１３回 【  クラブ協議会(２) 】 会員誕生・奥様誕生お祝い     
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 皆様 今晩は 暑い中ご出席ありがとうございま

す。 
先程６：３０より臨時理事会を行いました。又例会

の初めに臨時総会を開催しました。 南クラブの入

会金を 50,000 円に下げることが承認されました。

ぜひ 1 人でも多くの方にお声をかけていただき、

入会をすすめてみてください。よろしくお願いいた

します。 
では 最近のロータリークラブの情報としまして、

先日13日に地区の第1回「米山奨学セミナー」へ、

川野辺委員長さんと行ってきました。現在奨学生が

21名いて、その内18名が出席していました。 
各人の3分間スピーチでは皆さん日本に来てアルバ

イトで勉強したくてもできない状態でしたが米山奨

学生になって勉強に専念できて大変感謝していると

言うことです。他に交流がもてたりロータリークラ

ブに出席しておいしい料理を食べられたり楽しいと

言うスピーチが大半でした。 
質疑応答の時間になり、質問の1つに奨学金をやっ

ても卒業後たとえば、挨拶１つない。こんなことで

いいのか言う質問に対して鈴木研修リーダーは見返

りを求めるのはロータリアンらしくない。 
奨学生も国に帰れば忙しいし、他の国の奨学生を面

倒をみていると言うこともある、やってあげたこと

に見返りを要求してはいかがなものでしょうか。若

者を育てるこの米山は続けていかなくてはいけない

だろうと言っていました。又 来ている役員の中に

50回以上の米山功労者もいました。私は、大変感心

しました。そして自分がいかに米山奨学の心を理解

していなかったこと、そして自分に余裕がないこと

を痛感してまいりました。     以上です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
    

 

 
 

【親睦活動委員会】   李  一孝 委員長 
＜会員誕生＞ 

矢部 喜明 会員 7月  2日   
植竹 知子 会員 7月25日  

＜奥様誕生＞ 
草薙 光  会員 令夫人  友光子様 7月 4日 
渡邊藤男 会員 令夫人  典子様   7月26日 
山口 茂  会員 令夫人  美津子様 7月28日 
 
 

 
・ 親睦活動委員会    李 一孝委員長 
・ 出席・ニコニコ委員会 渡邊藤男委員長 
・ プログラム委員会   加藤公一委員長 
・ 会員選考・職業分類委員会 新井正一委員長 
・ 会報・広報(ＩＴ)委員会 島﨑次弘委員長 
・ 職業奉仕委員会    代読山口茂会員 
・ 社会奉仕委員会    植竹知子委員長 
・ 国際奉仕(新世代)委員会 榎本信哉委員長 
・ 米山奨学委員会    川野辺繁委員長  
       内 容 抜 粋 
 
＜プログラム委員会＞   加藤公一 委員長 
 
年度計画書に書いた様に、出席者が楽しめる例会

を重ねたい。季節の移ろいを感じ、季節の食事をし、

人と会え、時を共有する意義を感ずる例会企画に参

加して下さい。 
 
＜国際奉仕委員会＞   榎本信哉 委員長  
 
 本来であれば、会長、幹事とよく話し合ってから

決めなくてはいけないことですが、時間が無かった

ため、不充分な活動計画ですみません。国際奉仕と

いうと、まず姉妹クラブとの交流ということになり

ます。会長は積極的な交流を希望なさっております

ので、できればオーストラリアのアッパーヤラRC

との交流を行なう方向で努力します。しかし、もっ

と小さな交流にも力を入れたいと考えております。

たとえば、米山奨学生に卓話をお願いしたり、外国

からいらっしゃったロータリアンを当クラブにお呼

びしたり、熊谷市の国際交流協会の行事に参加する

ことなども行なっていきたいと思います。 

 
＜職業奉仕委員会＞   矢部喜明 委員長   
 職業奉仕委員会は、会長の方針である「職業奉仕

会 長 挨 拶 委 員 会 報 告 

幹事報告 
高田 直樹 幹事 

司会・進行 
渡邊 藤男会員 

加藤 博 会長 

クラブ協議会 各小委員長挨拶 



は、ロータリーの原点であり、ロータリアンがそれ

ぞれの職業を通じて他の人々、社会に奉仕し高い道

徳的水準を保つことを目的としている」との考えに

従い、各種事業を計画実行し、職業奉仕の目的を果

たして行きたいと考えております。 
 具体的な活動としては、会報を通じ、できるだけ

多くの会員企業の事業内容等の紹介記事を掲載し、

各会員の職業奉仕の活動を理解してもらい、ひいて

会員同士の親睦が図られるようにしていきたいと思

います。 
 次に、会員を含む専門分野の事業者に卓話を依頼

し、職業奉仕の勉強をする機会を設けたいと考えて

おります。 
 続いて、職業奉仕の実践を学ぶ為、移動例会を利

用して、工場見学、企業訪問を行ないたいと思って

おります。 
 最後になりましたが、会員の皆さんは、日頃、企

業のトップとして、各分野において職業活動を従事

し、奉仕活動を行なっているところと思いますが、

そのような活動を他の会員が知る機会は少ないこと

と思われますので、例会活動を通じ、他の会員の活

動や会員以外の有益な企業活動を知ることができる

よう工夫して行きたいと思います。 
 
＜会報・広報（ＩＴ）委員会＞ 島﨑次弘 委員長   
広報活動については、まず今年の2月にリニュー

アルしたクラブのホームページでこれまでの活動の

歴史を綴ってありますので、クラブ外のなるべく多

くの方に見てもらえるようにするのが一番です。自

信作ですので皆さんも是非知り合いの方にホームペ

ージを見てもらうよう薦めてください。 
会報では例会で挨拶・報告・発表をして頂いた方

は基本的にすべて会報に載せたいです。しかしその

内容を毎週テープ起しするのはつらいものがありま

すので、原稿を金曜日中に事務局までメールで送っ

て頂けますようご協力をお願いします。また、文字

だけではなかなか見る意欲がわかないとも思います

ので、出席者の写真を多く載せたいですね。多少予

算オーバーになるかもしれませんが、会員が毎週手

に取って思わず目を通したくなるような紙面作りを

したいと思います。 
 

 出 席 報 告 
例会日 ７月１６日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２９  ２０   ９ ０ ６９％ 

 

 ニコニコ BOX 

加藤博会長・高田直樹幹事 

 本日、各委員長さんには、活動計画発表ありがと

うございます。ぜひ新年度が盛り上がりますよう

よろしくお願い致します。来週の初めての移動例

会の出席よろしくお願い致します。 
萎沢利行会員 

 本日ラジオで熊谷市の食べ物について放送してい

ました。あかしや育生苑へ行く途中で聴きました。

フライ焼きを地粉で食べさせると放送していまし

た。放送を全部聴く事が出来ませんでしたので、

聴いていた方いましたら続きを教えて下さい。 
植竹知子会員 

 人とのふれあいエピソード集第７集「いきいき」

ができました。ホッとしたい人、どうぞ読んで下

さい。７月２６日(土)、緑を活かした住まいづく

り講座、頑張って参加してきます。 
岡本庄一郎会員 

 事情により早退します。申し訳ございません。 
渡邊藤男会員 

 本日の例会よろしくお願いします。 
新井正一会員 

 お世話になります。ご迷惑ばかりで申し訳ありま

せん。 
澤田將信会員 

 お世話になります。⇘お世話になりました。 
棚澤正行会員 

 もうすぐお祭りだ～第弐本町区をよろしくお願い

しま～す！ 
島﨑次弘会員 

 本日の例会もよろしくお願い致します。 
岡部俊之会員 

 今年も会費を払うことが出来ました。よかったな

あ、会場から観えるケシキ大変けっこう。小さな

お金が多いのでコインじゃ駄目かな。 
佐川順一会員 

 本日、理事、役員の皆様、早くからお疲れ様でし

た。又、臨時総会、宜しくお願い致します。はー！

暑いですねー！ 
榎本信哉会員 

 お暑ございます。暑さに負けず頑張りましょう。 
川野辺繁会員 

 １３日東松山での米山部門セミナーに行って来ま

した。多くのロータリー会員が暑い中でも来てい

る事に、組織の強さが示され、又米山奨学の重要

性を改めて認識しました。３万円の準米山功労者

にぜひ皆さん入ってください。 
[会員誕生] 
植竹知子会員 

 澤田氏と同級生なので、多分年齢がバレてしまい

ますが、最近１年ずつが早い気がします。これは

ちょっとまずいかな。一日一日を大事に大切に生

きなくてはな～と一生懸命生きています。 
[奥様誕生] 
山口茂会員 

 誕生日は、２８日なので、まだ届いておりません

が、いつも、クラブよりの美しい花を、大変楽し

みにしており、ヨーロッパの国々では、愛する方

には、花のプレゼントが、最愛の表現ですので、

私としては、大変助かっております。 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

本日のプログラム  

７月２３日（水） 移動例会 

渋 沢 栄 一 記 念 館 
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