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第５５４回 クラブ協議会 一年を省みて      

 

 

 

                   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

会長 加藤 博 
                                                       

 皆様こんばんは。お忙しい所ご出席ありがとうご

ざいます。 
私の年度もあと2回の例会で終ろうとしています。 

昨年始まる時はかなり緊張して、はたして長いこの

先やっていけるのかしらと思いました。皆様の励ま

しの言葉一言一言が私を支え今日まで来ました。ど

うもありがとうございます。何か自分に対してこの

体験がどう身につくのか、よくわかりませんが、と

りあえずプラス方向になっていくのだと信じたいと

思います。又 そうしなかったら何のための1年だ

ったか意味がなくなってしまいます。パスト会長の

皆様私がパストになったらぜひその辺も教えてくだ

さい。 
最近の私のロータリーに関することでは先週 12

日(金)に加藤公一パスト会長と熊谷ロータリークラ 
 

ブへメーキャップに行ってまいりました。先日5月 
27日に来ていただいた大沢孝至会長、藤間幹事そし

て次年度会長の上林会長エレクト、大島幹事エレク

トそして他に現熊谷商工会議所会頭の松本パスト会

長さんや副会頭の八木橋パスト会長さんと藤間副会

頭がおられ、前に挨拶で私のＪＣ入会は松本理事長

の時と話しましたが、八木橋理事長の時、社会開発

委員長をやらせていただいた経緯があるので、会場

の雰囲気がまるでバックザフィチャーじゃありませ

んが、タイムスリップで 30 年前にもどったような

気になりました。また 南ロータリークラブのパス

ト会長であります飯塚幸一さんも元気に出席されて

いました。せまい町中のこと皆様が何かしらの関係

で知り合い同士なのですね。60年も生きていると確

かに知り合いも多くなります。どこでお会いするか

わからないので同じ知り合いになるのでしたらいい

意味の関係を作っていきたいと改めて思います。 
本日はクラブ協議会「1 年を省みて」おそらく反

省会と言うことだと思いますので、私のいたらなか

ったことを主に役員さん、各委員長さんにお話いた

だけたら幸いです。よろしくお願い致します。 
 

Ｎｏ．４４ 

会 長 挨 拶

本日のプログラム ６月２４日（水） 引 継 例 会 



     
 

会 長 加藤 博 
  
まずもって1年間ご出席頂き、またご協力頂き有

難うございました。山口パスト会長の地区委員長の

出向と、齊藤才子会員の御入会有難うございます。 
始まった7月の移動例会渋沢栄一記念館での例会

が栄一公の人物の素晴らしさ建築物の良さと言い、

とても良かったです。8 月は富岡市長様から市民が

暮らしやすい町にするための話を聴かせて頂きまし

た。納涼例会は 1997 年のワインを楽しみながらレ

ストランアミューゼで李委員長さんのもと楽しく行

われました。9 月は荻野吟子記念館へとそして矢部

喜明会員の裁判員制度の卓話大変勉強になりました。 
10月に入るとガバナー補佐訪問、 ガバナー訪問

でお世話になりました。ロータリーとは何かと言う

勉強になりました。12月のクリスマス会では合田さ

んに歌を歌って頂き自分も歌わせて頂き、楽しく皆

様に盛り上げて頂きました。 
そして 2 月は姉妹クラブ アッパーヤラロータ

リークラブへ訪問をして友好を深められたことがよ

かったと思います。ロンさんにすごく歓迎され、ア

ッパーヤラの例会に出席して萎沢副会長が英語であ

いさつをしてきたこと、植竹委員長がオーストラリ

アビクトリアの山火事にお見舞金をしてきたこと、

私は当、南クラブの理事会及び例会のようすをあち

らでＤＶＤを使って紹介してきたこと、アッパーヤ

ラの例会の様子をこちらで同じようにＤＶＤで紹介

したこと、澤田パスト会長が姉妹クラブの調印をし

てから、数回行ってはいますが、今回の訪問はしば

らくぶりに友好が深められたような気もします。い

ろいろとご協力ありがとございました。 
3月に入って山岸秀先生に卓話を「日韓について」

を頂きました。4 月は熊谷ロータリークラブの小林

熊二パスト会長に卓話いただきました。大変ご指導

頂きました。また地区大会には多くの会員にご参加

を頂きました。 
また5月の親睦家族旅行ではワインを頂きながら

ＴＢＳ赤坂サカスのマキシム・ド・パリにておいし

い食事を頂きました。ミュージカルもとても良かっ

たです。 
柴崎寄居町商工会長からホンダの最新情報も聞く

ことができました。そして先週は今日から始まるエ

コライフと言うことで埼玉県地球温暖化防止活動推

進センター秋元事務局長さんより話を頂きました。

エコ商品は電気製品に多くあり私の店の宣伝にもな

りありがとうございました。太陽光発電もやってい

ますので皆様エコライフをやってみようということ

でしたらお手伝いさせてくださいよろしくお願い致

します。以上で1年の報告とさせて頂きます。 

  
 

幹 事 高田直樹 
  
加藤年度も残すところ2週間となり、今日が最後

の通常例会となります。思い返せば昨年、突然の幹

事指名となり、副幹事としての期間を3ヶ月で勉強

不足のまま幹事としての任務遂行となりました。 
 
 当然の事ながら年度スタートの頃はクラブ運営、

手続き等で皆様よりご指摘を頂き、その度に幹事要

覧や細則等で確認勉強をさせていただき、その間紆

余曲折はあったものの皆様のご協力をいただき今日

まで幹事としての責務を遂行する事ができました。 
 
 幹事の責務として「効果的なクラブの管理、運営

の援助」という項目があります。クラブを効果的に

運営するためには会員増強、維持、そして何よりも

会員の皆様の出席が必要となります。皆様が例会に

出席してこそ会員相互のコミュニケーション、組織

の機能がスムーズに行われより効果的なクラブの運

営ができるのではないでしょうか。 
 

 皆様、ご存知の通り熊谷南ロータリークラ

ブは第 2570 地区で出席率最下位を推移しておりま

す。3月には50%を割った出席率になっており、こ

の3ヶ月間の平均出席人員は14.5名です。このこと

からも今年度はクラブの効果的な運営において出席

率低下の影響がでているものと感じております。 
 
 

 
クラブ管理運営委員会 
常任委員長 澤田將信 
代読 親睦活動委員長 

李 一孝 
 
お世話になります澤田です。欠席ばかりで申し訳

ございません。 

職業奉仕で頑張っているでござる。皆さんも元気

でござるかな。(ルパン三世で話す) 

今年度クラブ管理運営として役割が中々果たせなか

ったようで誠にかたじけない。 

しかし、各委員会がしっかりと基本方針活動に尽

力し、素晴らしい企画運営がなされたと思います。

したがってクラブ管理運営の私は無くてもいいのか

な、なんちゃて、すみません。(ここを強く表現する)  

大変短くてすみませんが内容が無いよ、、、、、、

それでは引継ぎ例会遅れます。 

澤田將信でした。本当に私、、かな 

クラブ協議会 加藤年度 一年を顧みて 



 
 

会員組織委員会 
常任委員長   

島﨑 次弘 
 
 加藤年度、会員組織委員会は、会員選考･職業分類

委員会、会員増強委員会、クラブ会報･広報委員会の

３つの小委員会を傘下に常任委員会として発足しま

した。その中でも最も大切とされた会員増強委員会

では、まず8月の理事会において会員増強部門の地

区委員を務める山口パスト会長から緊急動議がなさ

れました。会員増強に本当に力を入れるにはクラブ

内の枝葉の委員会としてでは推進力不足で、クラブ

全体で取り組み会員全員がメンバーとなる特別委員

会としての会員増強プロジェクト委員会が必要と提

案がなされ、承認されました。 
これにより今年度の活動はこのプロジェクト委員

会を中心に行われました。具体的には、加藤会長の

目標の今年度純増1名の達成に向けて、まず会員増

強･拡大月間である 8 月の 20 日に「会員増強･拡大

について」をテーマに3テーブルに分かれてテーブ

ルディスカッションを行い白熱した前向きな発表が

多く出されました。また、その例会では新しい試み

として各参加者に新入会員推薦表を書いて頂き、各

会員数名ずつの候補者をリストアップしました。 
その後 12 月 3 日の例会においてバズセッション

が行われ、その後の進捗状況を踏まえた討論が行わ

れました。今の大不況といわれる最悪の経済状況で

はリストアップした人も声をかけても二の足を踏ん

でしまっているようで、また誘いたいと思うような

人はもうどこかのクラブに入っているか、内定して

しまっているという現実もありなかなか具体的な成

果が出せませんでしたが、新たな候補者の推薦が出

るなど前向きな提案もありました。 
続いて年明けの 1 月 28 日の例会で、これも当ク

ラブでは初めての試みとして7名の推薦者をお迎え

して「例会見学会」を開催しました。見学会は大変

和やかな雰囲気の中で進められ、萎沢さん、岡部さ

ん、澤田さんの3人のパスト会長に卓話をして頂き、

ロータリー活動や当クラブのことを分かりやすく話

して頂きました。 
その後加藤会長の紹介で例会見学に来て頂いた齋

藤才子さんに入会して頂き、植竹知子さんに続いて

待望の2人目の女性会員が誕生しました。 
また、棚澤エレクトの紹介で同じく例会見学に来

て頂いた石井さんもめでたく来月次年度のスタート

の月に入会して頂く運びとなりました。 
早いものでもう今年度もあと 20 日余りを残すと

ころとなりましたが、会員増強ではそのような成果

もありましたが、なかなか即効性のある具体的な成

果を出すのは難しいというのが実感です。 
しかし、今年度あらたに取り組んだ新しい試みで

ある、「会員全員参加のプロジェクト委員会の立ち上

げ」「新入会員推薦表によるリストアップ」「推薦者

を招いての例会見学会」、この三つはぜひとも次年度

も継続して取り組んで頂きたいと思っています。こ

れらを継続していくことで近い将来必ず大きな収穫

を得られると信じております。 
 
もうひとつの柱であるクラブ会報・広報委員会で

はまず会報を遅れずに毎週仕上げることに始まり、

予算との兼ね合いもありページ数がある程度限られ

るという制約の中でできるだけ内容を充実させるよ

う腐心致しました。 
イベントのある回では4ページに増やして写真を

多く載せてそのときの雰囲気がなるべく伝わるよう

に工夫しました。その他の通常例会では原則として

表裏2ページに押さえました。そのため委員会報告

やセミナーの報告などは基本的には全部載せたかっ

たのですが、紙面の都合上スペースに余裕がなかっ

たり、原稿を頂けずに手が回らなかったりで割愛さ

せて頂いたことも多々ありました。 
これも私としては精一杯取り組んだ結果ですので

ご容赦願いたいと思います。 
 
広報につきましては、今年度は正直一人で委員会

をやっていたという状況でしたので、去年の地区の

広報委員会のセミナーの資料を作った程度しかでき

ておりません。本格的にクラブの広報に取り組むに

は、人数を含め組織を練り直さないと掛け声倒れの

ままに終わってしまうと思います。これは引き続き

今後の宿題ですね。以上で発表とさせて頂きます。 
 
 

奉仕プロジェクト委員会  
常任委員長    

 
山口 茂 

 
加藤博会長の方針のもとで、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事で、9月24日、例会日に

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」 

による荒川のゴミ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

という事で、植竹委員長の発案により、見晴

公園前の荒川の土手のゴミ拾いとしました。

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。 
2009年3月18日 桜の植樹（別府沼公園） 

   11時より多くの会員の方出席 
 
国際奉仕（榎本信哉委員会） 
 今年度加藤博会長が姉妹クラブ訪問を是非実施し 
たいという希望の為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。 

 2009年2月7日～11日 オーストラリアの姉妹 
クラブに加藤会長、萎沢副会長、植竹社会奉仕委 
員長が訪問されました。 

 
 
 

  財団・米山委員会  
常任委員長 岡本庄一郎 

代読 会長エレクト 
棚澤 正行 

 
早いもので加藤高田年度が一年を終わろうとして

います。御世話になりました。財団米山委員会とし

ては、たいした御役も出来ませんでした。 
昨年、11月のロータリー月間で11月19日米山奨

学生の卓話で、行田さくらロータリーの井上地区役

員さんの御世話により、ミャンマー出身のマウン

グ・チョウ・ラインさんをお招きし、すばらしい御

話を聞きました。最近の日本の若者に見られない親

を大切に、母国を大切にという大和魂を彼に見た思

いです。クラブの皆さんも同じ思いだったのではな

いでしょうか。 
寄付の件ですが、べネファクターは加藤博会長、

ポールハリスフェローは渡邊藤男出席ニコニコ委員

長、準米山功労者は川野辺繁米山奨学委員長、米山

功労者は私、岡本庄一郎財団委員長が寄付させてい

ただきました。 
とにかく1年間本当に御世話になりました。 

 
 
 

 出 席 報 告 
 
例会日 ６月１７日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２７  １５  １２ ０ ５６％ 

 
 
 

ニコニコ BOX 

加藤公一 副委員長 

 

加藤博会長・高田直樹幹事 
 本日はお忙しい所ご出席ありがとうございます。

先週の金曜日、熊谷ロータリークラブにメーキャ

ップを加藤公一パスト会長としてまいりました。

大歓迎いただき、ご挨拶もさせていただきました。

本日のクラブ協議会と次週の引継例会もよろしく

お願い致します。 
萎沢利行会員 
 本日のクラブ協議会で１年間を振り返ることにな

ります。参加させていただきます。 
棚澤正行会員 
 本日は、高円宮妃殿下（久子様）がレセプション

だそうですね。駐車場や、ホールに目つきの悪い

人がたくさんいたので、その手の人の宴会かと思

いました！！ 
齊藤才子会員 
 加藤会長１年間、お疲れ様でした。お陰様で、私

も入会させていただくことができましてお礼を申

し上げます。来週は引継ぎで演奏いたします。今

後共どうぞよろしくお願いいたします。 
榎本信哉会員 
 本日は４階で予防接種の勉強会があり、そちらに

出席いたします。来週は楽しみにしております。 
植竹知子会員 
 来週、齊藤さん琴の演奏楽しみにしていま～す！ 
 
 

 

 

 

 

 

委 員 会 報 告

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/ 
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