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第１１回会長挨拶
棚澤

正行

皆さんこんばんは、山は紅葉が綺麗と聞いて
おりますが寒くなってきましたね！
細井保雄ガバナー補佐お忙しい中、当南クラ
ブへようこそおいでくださいました。本日はご
指導宜しくお願いいたします。
本日はガバナー補佐訪問ということで、先ほ
ど別室にて事務局の清水さんに立会って頂き、
幹事、エレクトとともに細井ガバナー補佐に南
クラブの書類関係のチェックをしていただき
ました事をご報告させて頂きます。
補佐訪問のときの会長挨拶は何を話そうか
考えてみましたが、会員の皆様は分かっていら
っしゃる事ではございますが、このｸﾗﾌﾞについ
てお話させて頂きます。
今から役 13 年前に親クラブである熊谷東ｸﾗ
ﾌﾞから清水特別代表の指導の元、初代萎沢会長
が率いる数名の移籍メンバーを中心として経
ちあがりました。
私は 6 月からチャーターメンバーとして参加
させていただき現在に至っております。
当時はロータリー、ライオンズ、ＪＣを経験
していない方を新入会員に招いて行こうとい
う趣旨で 51 名ものチャーターメンバーが居り
ました。今思えばあれだけの人数がいると会の
運営も含め色々な面でどうなのかなと比べて
しまいます。現在の経済状況を考えると当時の
人数まで盛り上げるのは至難の技ですが、すば
らしい入会案内もできたので目標の 30 名には
会員の皆様のご協力をいただき、本年度中にし
ていきたいと考えております。
本年度の会長方針は「不況に負けないロータ
リアン！」ということでスタートさせていただ
きました。予算を見直し、この会員数でこのガ

ーデンパレスで例会を行っていくためには如
何したら良いか真剣に検討させていただきス
リム化させていただきました。
また、年度目標にもある職業奉仕の一環とし
て、一部上場企業への職場訪問で先月ハイデイ
日高さんへ伺い、社会奉仕としての献血移動例
会、クラブ奉仕としてＩＴコンサルルタントを
呼んでの勉強会を行いました。移動例会、勉強
会では東クラブさんや西クラブさんからもた
くさんのＭＵに来ていただき盛況にできたと
考えております。
今月は東京恵比寿ＲＣへのＭＵを絡めた貸
しきり屋形船の親睦旅行を予定しております。
来月は、財団と米山から留学生をお呼びしての
卓話を予定しております。財団の卓話は親睦例
会の予定なので先にお話を聞いてから留学生
を囲んでの立食パーティーでやりたいと考え
ております。
今年のクリスマス例会は、熊谷ＲＣの上林会
長の指揮で 5 クラブ合同で行うことになってお
ります。来年は卓話の充実と移動例会の充実を
考えて参加したくなる例会を目指してやって
行こうと考えております。
会員の皆様ご協力宜しくお願いします。
以
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地区より
社訓・家訓の収集ならびに提供のお願
い
財）ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま１１６
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熊谷市コミュニティづくり市民協議会
第 28 回コミュニティ活動実行賞表彰式
について
熊谷東ＲＣより
会報（萎沢利行会員の卓話）
以上が届いております。

2009 年度

第 1 回「ロータリー財団セミナー」
ロータリー財団委員長

馬場孝

9 月 13 日(日)に女性会館（嵐山町）で行なわ
れた第 1 回ロータリー財団セミナーに棚澤会長
と一緒に出席しました。内容は下記の通りです。
1）今回は「ロータリー財団の動向」について
時間を割かれ、下記の２項目を重点に説明
がありました。
①「ロータリーのゾーン」の地区編制が変わ
りました。
世界のロータリーゾーンは全部で 34 ゾ
ーンですが、2009 年 7 月 1 日から日本の
ゾーン編成は、4 つから 3 つのゾーンに
編制替えとなりました。第 2570 地区は第
1 ゾーンの所属になりました。
ゾーンの減少は経済悪化による会員減少
が要因です。
② R 財団の「投資状況」について
国際ロータリーの事務総長のエド・布田
氏は、この問題に関する多くのロータリアン
からの問い合わせに対して異例の 9・11・
12・2・4・6 月と 6 回におよぶ報告をして
おります。
2009 年 6 月 3 日の報告を要約すると。
前回ロータリーの財務の状況に関する
メッセージをお送りした 4 月 2 日以来財

務状況に穏やかな改善が見られましたこ
とをご報告いたします。3 月と 4 月に国
際ロータリーとロータリー財団の両組織
に好ましい投資結果が見られました。
この結果、2 月の時点で 2,600 万ドルだ
った RI の投資損失は 4 月 30 日で 1,800
万ドルまで減少し、また財団の投資損失は
22,200 万ドルから 18,700 万ドルに減少し
た。
現在までの損失の大半は、含み損（未実
現損失）であり、市場が回復すれば状況は
好転すると思われます。
2）2009〜2010 年度の寄付地区目標額が再度要
請がありました。
年次 130 ドル+使途指定 50 ドル+恒久 20
ドル=200 ドル(前年 190 ドル)
・ 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。
※
3）国際親善奨学生の帰国報告
下記の国際親善奨学生の帰国報告があり、
いきいき自信を持ち発表しておりました。
○西帯野なぎさ さん（2008〜09）ブリテ
ッシュ・コロンビア大学（カナダ）留学
○瀧嶋愛 さん（2008〜09）メキシコ国立
自治大学・哲学文学部（メキシコ）留学
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尚、当クラブも 11 月の財団月間に奨学生
の帰国報告を予定しております。
4）
「ロータリーカード」の加入増進の依頼があ
りました。

第２５７０地区第５グループガバナー補佐・
細井保雄様
本日はお世話になります。よろしくお願いし
ます。
棚澤正行会長・渡邊藤男幹事
本日は細井ガバナー補佐、南クラブへようこ
そ お い で 下 さ い ま し た 。 何 か と
不行き届きとは思いますが、御指導よろしく
お願いします。
萎沢利行会員
ガバナー補佐細井様、ご指導宜しくお願い致
します。
岡部俊之会員
細井ガバナー補佐ようこそ南ロータリーク
ラブへ。７年前の会長会では大変お世話にな
りました。これで２年連続の同期の方の活躍
になります。本日の卓話楽しみにしています。
澤田將信会員
お世話になります、澤田で〜す。本日は細井
ガバナー補佐ようこそ!!心から歓迎いたしま
す。

佐川順一会員
細井ガバナー補佐、本日のプログラム、宜し
くお願いします。本クラブも創立１３年目を
迎え、成長期に入りました。今後とも、御指
導の程、宜しくお願い致します。
加藤博会員
本日はガバナー補佐細井保雄様ご来訪あり
がとうございます。ご指導よろしくお願い致
します。
馬場孝会員
第５グループガバナー補佐細井保雄様よう
こそ熊谷南ＲＣへ。本日の卓話、楽しみにし
ております。ご指導の程、よろしくお願い致
します。
植竹知子会員
寒くなって参りました。朝夕と日中の温度差
があるので、風邪等ご注意下さいませ。又、
スポーツ、食欲、読書の秋です。日々お楽し
み下さい。
石井一則会員
第５グループガバナー補佐の細井様、いらっ
しゃいませ。今年度入会しました石井です。
何もわからないですがよろしくお願いしま
す。
高田直樹会員
ガバナー補佐細井保雄様、ご来訪ありがとう
ございます。本日のご指導よろしくお願い致
します。

