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第３５３回 クラブ協議会

会 長 挨 拶
会長 加藤 博

皆様こんばんは
本日は寒くてお忙しい所ご出席いただきありがとう
ございます、
本日例会のテーマはクラブ協議会です。早いもので
皆様のご協力のおかげで半年がたちました。はじめ
ての例会は大変緊張しました、やはりメインはガバ
ナー訪問、ガバナー補佐訪問でした、真下ガバナー
と吉野ガバナー補佐さん、やさしくご指導いただい
たので逆に私にとっては楽しい例会になりました。
来週 28 日（水）の例会は熊谷南ロータリークラ
ブを理解して頂くための見学会と言うことで皆様が
お誘い頂いた方に体験例会を企画しております。皆
様のお知り合いをぜひお誘いくださいますようお願
い申し上げます。
最近の南ロータリーに関することは 1 月 16 日（金）

に熊谷青年会議所の新年会があり行ってきました。
私は OB 会員でもありますのでちょうど 60 才のお
祝いの記念品をいただいてきました。先輩の加藤公
一プログラム委員長さんは 70 才のお祝いをいただ
いておりました。南ロータリークラブに入っている
会員の息子様が JC メンバーでいるのは、パスト会
長加藤さん、岡本さん、岡部さん、高田さん、山口
明さんです。私は親しみを覚え皆さんと挨拶して頑
張るように話しました。
新年会で挨拶された小島衆議員の先生、松本会頭さ
んも JC の OB です。当時麻生さんが熊谷に来た話
を小島先生が話していました。その時加藤公一さん
が副理事長で段取りをしたそうです。他に副理事長
にオキナヤの藤間さん、
亡くなった下田さんでした。
私は松本会頭が理事長の時２５才で入会しました。
たぶん小島理事長の時は 3 年目位で下働きで子供た
ちのキャンプの荷物はこびをしていて、麻生さんの
ことに関係するような立場ではありませんでした。
その麻生さんが日本青年会議所の会頭になりました
が今の総理大臣になるとは、私は夢にも考えていま
せんでした。本当になつかしい 30 数年前の話でし
た。以上で挨拶とさせていただきます。

本日のプログラム １月２８日（水） 卓 話 ・ 例 会 見 学 会

本日のプログラム クラブ協議会

＜加藤 博 会長＞

私のクラブ運営方針の中に、海外の姉妹ク
ラブとの交流の実践を踏まえて、さらに真の
国際理解、協力の活動を進めたいと打ち出し
ていますが今回の訪問者募集で、運よくも 3
名のメンバーの出席があり姉妹クラブ訪問
が実現されることになりました。訪問予定日
は 2 月 7 日 〜 11 日までで、オーストラ
リアのアッパーヤラロータリークラブに行
って参ります。澤田パスト会長が姉妹クラブ
承認式に行ったあと、もう 1 度数名（澤田パ
スト会長、李パスト会長 他）いかれて、私
達が 3 度目の訪問になると思います。今から
とても楽しみにしております。
以上です。

「上半期を顧みて、下半期の抱負」

とで、クラブ運営、管理の全てのことに携わ
らなければなりません。
この事からも大変範囲の広い役割という
思いですが、全て出来る様なキャパシティは
持ち合わせておりませんので、広く浅くをモ
ットーに、最低限、前年度の実績に基づいた
責務の遂行をさせていただいております。
半年が過ぎた現在ですが、幹事の責務とし
て、まだ半分も出来ていない状況です。残り
の下半期に於きましても、まずは会員基盤の
安定のためにも、会員増強のために微力なが
ら努力して参る所存でございます。そして、
目配り、気配り、根回しの出来る幹事として
心がけて参りたいと思いますので、皆様のご
協力よろしくお願い申しあげます。

『 常 任 委 員 会 』
＜クラブ管理運営委員会＞
代理発表

＜高田 直樹 幹事＞

加藤公一 パスト会長

代理発表
渡邊藤男 副幹事

皆様こんばんは。今日は仕事の都合で欠席
させていただきますことをお許し下さい。
加藤年度幹事として任命を頂き、上半期が
あっという間に過ぎる程楽しく過ごさせて
いただきました。その間、幹事として行き届
かない点等、多々あったと思いますが、この
場を借りてお詫び申し上げます。
クラブ幹事の仕事を一言で申しますと、
「クラブの効果的機能を推進する」と言うこ

「青春・朱夏・白秋・玄武」いにしえの季節

の彩りの話から始めてその豊富な教養と独
自の薀蓄をからめてのお話はいつ聞いても
聴衆を飽きさせません。
最後に「ロータリーとは人を成長させるもの、
立場が人間を成長させるんだ」というロータ
リー歴ウン１０年の経験が重みを増す言葉
で締めてくれました。
皆さん！！ 例会で加藤パスト会長の
エスプリの利いたお話を是非聞こう。
聞かないとそんだよ〜

＜会員組織委員会＞

＜奉仕プロジェクト委員会＞

山口 茂 委員長
島﨑次弘 委員長

代理発表
植竹知子社会奉仕委員長

会員組織委員会の重要な部門のひとつは
会員増強です。これはロータリー活動を活性
化させるためには永遠のテーマです。今年度
の当クラブは単独の委員会ではなく、通常の
委員会をクロスオーバーさせて会員全員で
取り組むための会員増強特別委員会を立ち
上げました。そして現在までに加藤会長、高
田幹事を筆頭に会員の方にも積極的に働き
かけをして頂いております。残念ながら今の
最悪の景気状況も足を引っ張り、まだ成果を
挙げられておりませんが、これまで会員個人
のパフォーマンスに頼った勧誘だけだった
ものを会全体で取り組もうという試みはこ
れが初めてではないかと思います。幸い、来
週の例会見学会にお出で頂ける紹介者の方
もいらっしゃいますので気楽にありのまま
を見て頂くのが一番いいと思います。
会報・広報部門では、まず会報は毎週遅れ
ずに発行するという大前提は何とかクリア
ーしています。 内容についてもいたずらに
ページ数を増やして予算オーバーになるこ
とのないように気をつけながらいかに紙面
の充実を図るか、試行錯誤しながらやってお
ります。こうした方がいいというご意見があ
りましたら是非お聞かせ下さい。
広報活動としては、前年度２月に当クラブ
のホームページのリニューアルを成し遂げ
て、会員だけでなく対外的にもクラブの活動
をアピールできるものを作れたと自負して
いますが、今年度は具体的なことはできでお
りません。 残り半年で何かクラブの広報に
役に立つことができないかを現在模索して
います。

加藤博年度の方針のもとで、当奉仕プロジ
ェクト委員会の上期の活動を報告させて頂
きます。
職業奉仕（矢部喜明委員長）
職業奉仕の勉強ということで、9 月 24 日
の例会で 2009 年度に実施される裁判員制
度について詳しく説明をして頂きました。
社会奉仕（植竹知子委員長）
7 月 23 日 移動例会（渋沢栄一記念館）
加藤博会長の今年度方針である、地域社
会の勉強ということで、第 1 回目として、
深谷の渋沢栄一記念館と関連施設を見学
勉強し、我々の仕事に役立てるべく有意
義な移動例会となりました。
9 月 17 日 移動例会（荻野吟子記念館）
日本初の女性医者の記念館に行き、荻野
吟子の医者になるまでの経緯を知り、感
銘を受けてきました。
11 月 9 日 移動例会
第 11 回荒川の恵みと熊谷を考える集い
による荒川のごみ拾いに参加しました。
今回は今までと違い、ゴミが多い場所が
良いということで、植竹委員長の発案に
より、見晴公園前の荒川の土手のごみ拾
いをしました。会員の皆様には多数出席
して頂き、大変ありがとうございました。
12 月
ムサシトミヨ保護センター見学
国際奉仕（榎本信哉委員長）
今年度加藤博会長が姉妹クラブ訪問を是
非実施したい希望のために、調印式に至る
までの経過、その後のお話を当時の会長で
ある澤田パスト会長により詳しく卓話し
て頂きました。

委 員 会 報 告
棚澤正行会員
先日やっと、来週の体験例会に来て頂ける
方を見つけることが出来ました。来週お連
z
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席

報

告

れしますので、皆様よろしくお願いします。
佐川順一会員
毎日、寒い日が続きます。アメリカの新大
小野寺弘行 SAA

例会日 １月２１日
会員数
２７

出席
１３

欠席
１３

MU
１

出席率
５２％

統領オバマ氏の就任式が終わりました。
景気回復に向けて良い風が吹く事を期待
してやみません。
植竹知子会員
２５人いる社員の内、インフルエンザ５人
を含む８名休んでいます。びっくりです。
皆さんもご注意下さい。私はカゼなどひい
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ていられませ〜ん！１月３１日のコンサ
ート、２月７日からのオーストラリアがあ
るのだ!!
[奥様誕生]
榎本信哉会員

加藤公一 副委員長

妻に美しい花をありがとうございます。毎
年毎年、新年に美しい花をありがとうござ

加藤博会長・渡邊藤男副幹事
本日お忙しい所ご出席ありがとうござい

います。お正月用に有効に使わせて頂いて
おります。

ます。本日はクラブ協議会です。高田幹事
さんが都合悪く、渡邊副幹事さんにお願い
しました。よろしくお願い致します。来週
の例会見学会ぜひどなたかお知り合いを
連れてきてください。お願いしまーす。
渡邊藤男会員
本日高田幹事の代理です。宜しくお願い致
します。

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/

