




 
 
 
第 2 回例会 
  会長挨拶                       

   棚澤正行 
 
皆さんこんばんは、何分不

慣れな会長の棚澤です。 
本日は、加藤玄静ガバナー

の所属クラブである本庄ク

ラブ様より今泉幹事様、金

井親睦委員長様にメークア

ップに来て頂きました、あ

りがとうございます。 
また、先週の第一例会では、

多くの会員の皆様にご出席

いただき、またニコニコも

全員にご投函頂き盛大に棚

澤年度スタートをすること

ができました。改めてここ

に感謝いたします。 
 まずは報告事項から 
先週の 7 月 4 日（土）に籠

原のさくらメイトにて熊谷

市青少年非行防止大会に協

賛団体として出席してまい

りました。 
協賛団体としては、各ＲＣ、

各ライオンズクラブ、ＪＣ

等が参加していましたが、

ＲＣは熊谷の上林会長と私

だけでした 
 
 

 
当クラブが参加当初時の協 
賛金は 3 万円で、そのあと   
1 万円で何年か続けていた

のですが、東ＲＣが 5 千円 
と聞きつけたので先日の理

事会にて、5 千円に決まり

受付にて不景気を言い訳に

支払ってきました。 
因みに熊谷ＲＣは 3 万円だ

そうです。 
ＰＴＡ連合会長、熊谷警察

署長、熊谷市長、の挨拶、

標語等の表彰式があり休憩

を挟んで実践報告を石原小

学校のＰＴＡ会長が報告、

「子供の言葉にこころをさ

ぐる」という記念講演があ

りました。 
警察署長の話の中で、今の

詐欺事件の傾向は、年寄り

向けの「おれおれ詐欺」か

ら子供たちを対象にした

「架空の未払い請求」に移

ってきているそうです。 
請求書が来たときに、「すぐ

に連絡をしてください！」

との言葉に騙されＴＥＬし

てしまい支払う事になり、

名簿に登録され第二、第三

の請求が来て骨までしゃぶ 
 
 

 
られるとの事でした。 
学校としては携帯電話の学 
校への持ち込み禁止、また

携帯安全教室を保護者，教 
員向けにパンフレットを作

って対応しているとの事で

す。 
会長挨拶はロータリーのこ 
とを話すものだと言う事な

ので、6 月 12 日に鎌倉町に

ある筍亭であった会長幹事

会についての話を少しさせ

て頂きます。 
加須クラブの片山会長はお

寺の御住職さんで、入会し

て 5 年目らしいのですが会

長に就任することになった

そうです。 
片山会長はこの地区で御自

分が一番若い会長とＰＥＴ

Ｓの時、周りを見渡して自

負しておりました、54 歳だ

そうです。私の年を聞き、

自分は 2 番目でした、若い

からという言い訳をやめま

すとおっしゃっていました。 
2570 地区でいちばん若い

会長幹事として、私も言い

訳をせずに本年度、出来る

ことを模索しながら一念頑 
 
 

 



 
 
 
張っていきたいと思います。 
よろしくお願いします！ 
この後のクラブ協議会パー 
トⅠでは副会長、幹事、各

常任委員長、各委員長と新

年度の抱負をお話して頂き 
ます、よろしくお願いしま

す。以上です。                             
 
幹事就任挨拶 
    渡邊藤男 
 
皆様、今晩は棚澤年度の幹

事を仰せつかりました、渡

邊です宜しくお願い致しま

す。 
今年度の会長方針でクラブ

内のスリム化、の一つとし

て事務局からの案内等は、 
ファックスからメールに移

行しておりますので、ご不

便を掛けますがお許し下さ

い。 
会員への伝達方法としては、

デジタル的な手段で、会員

相互のコミニケーションと 
してはアナログ的な手段で

行いたいと考えております、

また「一年間有り難う御座 
 
 

います」と言う、言葉を使

いたいと考えております、 
言葉にはパワーが有ります、 
それを言霊と言います。有

り難う御座いますの言霊の 
意味を知らなくても、問題

は無いと思います。意味よ

りも有り難う御座います等

のプラスの言葉を多く使う 
という事のほうがとても大

切だと、思いますので一年

間私はこの言葉を使いたい

と考えております、宜しく

お願い致します。 
 

副会長・会計 
山口 茂 

 
ジョンケニーRI 会長 
 ロータリーの未来はあな

たの手の中に 
加藤玄静ガバナー 
 今を大事に 
当クラブ棚澤正行会長 
 不況に負けないロータリ

アン 
の方針のもと、棚澤年度が

スタートしました。棚澤年

度をささえる副会長・会計 
 
 

の大変な役を指名頂きまし

たが、私の人生訓の中から

３過ぎずをモットーとして

おり、その中で棚澤会長に 
最大の協力が出来ればと考

えております。そして、渡

邊幹事という大ベテランが 
おりますので、私の出る所

は少しかなと受け止めてお

ります。 
１．言い過ぎず ２．や

り過ぎず ３．動き 
過ぎず 

この３つを過ぎますと会長

職はやりにくくなるので、

ほどほどの所で、と考えて

おります。又、会計は、会

員の皆様には会員としての

責任と義務があり、その中

で大事な一つに会費納入が

あります。会員皆々様の前

向きな良心に期待を致して

おりますので、この一年間、

よろしく御協力をお願い致

します。 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
会長エレクト  

高田直樹 
 
棚澤年度、会長エレクトと

してお世話になります高田

です。棚澤会長のクラブ運

営方針でもあります「ロー

タリー活動の基本」を再確

認し、熊谷南ロータリーク 
 
 
ラブの魅力ある活動を推進

するため、エレクトとして

の責務を果たして参ります。 
魅力あるロータリー活動、

充実したロータリー活動の

実践のためにはまず会員の

皆様の例会への出席が不可

欠となります。そのために

は各常任委員長、委員長の 
皆様との連係、協力をとり

ながら楽しい例会運営を目

指したいと思いますので、

ご協力宜しくお願い致しま

す。 
 
直前会長 

加藤 博 
 皆様こんばんは 

 
 

本日は本庄より、今泉幹

事様、金井親睦委員長様に 
クラブへおでかけください

ましてありがとうございま

す。 
前年度 1 年間は皆様のあた

たかなご協力により私の年

度が終了できて本当にあり

がとうございました。特に

優秀な高田幹事さんには 1
年間職をまっとうしていた

だきありがとうございまし

た。 
棚澤新年度第 1 回の例会で

は、良好な出発をされおめ

でとうございます。1 年間

健康にて頑張ってください。 
 

SAA  
加藤公一 

 
私共の写真業界もアナログ 
からデジタルへ大きな流れ

の変化の中にいますが、そ

うした情緒性の欠如や感動

するこころといった人間の

アナログ性までも犯されよ

うとしている気がしてなら

ない。 
 
 

ここ２～３年程の犯罪の傾

向も、そんな社会環境の変

化に関係しているのだろう

か。今までは考えられなか 
った様な短絡的な傾向が見

えるのは私だけであろう

か？人が人と会う意味をも

っと人間的情緒的なものに

高めたい。そしてその雰囲

気、人間関係の中から、自

ずと生まれ出るサムスィン

グを大事にしてゆきたい。 
 

ｸﾗﾌﾞ管理・運営・

会員組織委員長  

岡部俊之 
 
本年度棚澤会長の熱きロー

タリーへの思い入れの中で、

私、毎年どちらかというと

楽な委員会へのオファーが

多かったのですが、今年度

は逃げ切れず、常任委員長

を引き受けた次第でありま 
す。 
私ども委員会の役割と責務

は、 
・ クラブを効果的に運営

するための活動を行う。 
 
 

 
 
 



 
 
・ クラブ幹事が出席を記

録するのを援助する 
・ 週例プログラム又は特

別プログラムを計画す

る 
・ クラブ会員間の親睦を 

深める 
・ クラブ会報を作る 
・ 会員を増強する 
従って会報・出席・増強・

親睦・プログラムの委員長

さんと連係して、クラブの

効果的な管理運営に関して

一年間充実した活動を展開

して行きたいと考えていま 
す。 
まさしくクラブが充実する

ことによって一人一人の会

員たちの質が高く、それぞ

れの職業や地域社会で尊敬

を集められればそれが「ロ

ータリーの未来はあなたの

手の中に」という事になる

わけであります。一年間頑

張ります。 
 
 
 
 
 
 

奉仕プロジェクト 
    委員長           

澤田將信 
 
組織としての奉仕プロジ

ェクトの役割、当クラブも 
CLP を導入し、従来であ

れば四台奉仕のうち、職業

奉仕、社会奉仕、国際奉仕

の三大奉仕が奉仕プロジェ

クトにまとめられた訳であ

ります。今年度は会長の掲

げる方針に協力し、各小委

員会が協力し合いながら実

践していきます。また、近

年奉仕事業に参加される会

員が限られた方だけで行っ

ている傾向であります。今

年度は全員参加（80％）を

目指し努力したい。 
 また、各委員会に活動計

画を立てて頂き、会長方針

に沿えるよう努力したい。 
 
財団・米山委員長 

  馬場 孝    
 

棚澤年度、財団・米山委

員会の委員長を務めさせて 
 
 

頂きます馬場です。Ｒ財

団は、創立から 92 年目を迎

えロータリーの代表的なプ

ログラムを実践しておりま

す。 
人道的補助金、国際親善奨

学金、世界フェロー、ポリ

オプラス・ＧＳＥ・3-Ｈ補

助金・その他のプログラム 
等々に年間(2007～08)２億

８百万ドルの基金を拠出し

ております。 
 基金の全ては、会員皆様

の継続的な善意の寄付と投

資収益で賄われます。 
特に国際親善奨学金は

1950 年から始まり、奨学生

で有名なのは、緒方貞子さ

ん(1951 年)がワシントン

DC ジョージタウン大学で

学び、近年では 2010 年に

スペースシャトル・アトラ

ンティスに乗る山崎直子 
さんがメリーランド大学で

学んだことは有名です。 
2009～2010 年度寄付は

3 年後の地区の財団活動を

決める重要なもので、地区

目標は 200 ドル(前年 190 
 
 

 
 
 



 
 
ドル)です。 

・ 年次寄付［個人 100 ド

ル、協力金 30 ドル］  
130ドル(前年140ドル) 

・ 使途指定寄付［チャレ 
・ ンジ寄付］ 50 ドル(前 

年 30 ドル) 
・ 恒久寄付 20 ドル(前

年 20 ドル) 
※ 使途指定（ポリオ撲

滅）寄付は、ビル&メ

リンダゲイツ財団か

ら、2007 年 11 月に 1
億ドル、2009 年 1 月

に 2 億 5 千 5 百万ド

ルのポリオ撲滅の寄

付があり、Ｒ財団は、

この寄付に対して、

2008～2012年の4年
間に、2 億ドルのチャ

レンジ寄付金を集約

するものです。 
 
 小委員会の米山奨学委員

会はベテランの島﨑委員長

にお願いしました。よろし

くお願い致します。 
 また、会員の皆様にポー

ルハリスフェロー、ベネフ 
ァクター、米山奨学金等で

ご寄付のお願いにうかがい

ますので、一年間よろしく

お願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 棚澤正行会長・      
 渡邊藤男幹事             
  本庄ＲＣ、幹事今泉憲

治様、親睦委員長金井直

樹様、本日は熊谷南ＲＣ

へお越し頂きありがとう

ございます。やっと２回

目の例会を迎えることが

出来ました。これもひと

えに会員の皆様の御協力

の賜物です。会長幹事と

もなにぶん不慣れな為何

かと不手際があると思い

ますが、暖かい御指導宜

しくお願いいたします。

植竹広報会報委員長、第

一回会報きれいです、あ

りがとね！ 
本庄ＲＣ幹事・今泉憲治様 
 本日はよろしくお願い致 
 します。山口地区増強委 
 員長様にお願い事があり

お邪魔させて頂きました。

今後ともよろしくお願い

します。 
本庄ＲＣ親睦委員長・   
金井直樹様        
 ８月６日、山口さんをお

借りします。本日はよろ

しくお願い致します。 
下田眞弘様        
 棚澤会長、御就任おめで

とうございます。残念な

がら諸事情により復帰す

る事が出来ず、誠に申し

訳ありませんでした。本

日は高校時代よりの親友、

石井一則氏が入会となり

ます。末長く宜しくお願

い致します。熊谷南ロー

タリークラブの益々の御

発展を陰ながら応援させ

て頂きます。 
岡部俊之会員       
 お祭りの音が聞こえて来

る夏が来ました。長い名

前で困ってしまいます。

クラブ管理運営会員組織

委員長としての挨拶があ

ります。  
山口茂会員        
 本庄クラブの今泉幹事様、

金井親睦委員長、当クラ

ブに、ようこそおいで下 
 さいました。どうぞ当ク 
 ラブの例会をお楽しみ頂

ければ幸いです。 
植竹知子会員       
 １００年に一度の大不況

というコピー通り、景気

悪いですね！皆様の会社

はどうですか？難しい時

代で考え込んでしまいま

す。クラブの先輩方に指

導願いたいです。本日、

当社発売、小学生向けれ

んらく帳、新聞社記者発

表しました。売れるとい

いナ……。 
馬場孝会員        
 本日は財団、米山で発表

させて頂きます。宜しく

お願い致します。 
石井一則会員       
 新人の石井です。何も判

りませんが皆さんと一緒

に頑張って行きたいと思

います。よろしくお願い

します。 
高田直樹会員       
 本日もご投函ありがとう

ございました。

 


