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第 12回会長挨拶 
棚

               棚澤 正行 
 

皆さん今晩は！加藤玄静ガバナー、細井保雄

補佐、随行の本庄ＲＣ今泉幹事、渋谷地区大会

実行委員長、ようこそ南クラブへおいで下さい

ました。 
加藤ガバナー本日はご指導の程宜しくお願

いします。 
先週は細井ガバナー補佐にご指導いただき、

当クラブの活動計画書を隅から隅まで読んで

頂いたそうで、細部にわたり指摘頂き有り難う

ございました。 
また卓話では船井総研で勉強されたという

経営哲学など、大変興味深い話を惜しみなく教

えていただき大変勉強になりました。 
 
本日はガバナー公式訪問です、通常例会の後

記念撮影をしてクラブ協議会に入ります。各委

員長の方は発表を宜しくお願いします。 
今回の会長挨拶は、加藤玄静ガバナーについ

て少しお話させていただきます。  
会員の皆様には、地区の各セミナーにおける

加藤ガバナーの考え方、お人柄等を各部門セミ

ナーの報告のときにお伝えしていると思いま

すが、数字にはもちろん強く、この不透明な時

代の大局を踏まえながらも大胆に地区を動か

す、見ての通りのバイタリティー溢れる今まで

とは少し違ったタイプのガバナーではないか

と感じております。 
ガバナー月信 7月号２４ページから抜粋させ

てて頂いたプロフィールですが、23歳の若さで
第 37 代住職を法灯承継し、寺門経営のお仕事
をされる一方、ＪＣで勉強され、27歳で確信の
志を抱き市議会議員に初当選、一方 32 歳で本

庄ＪＣ第 9代理事長に就任、全国に先駆けて市
民協議会を設立し真の市民運動を展開しまし

た。1981年、「第二次臨時行政調査会」が発足
するや否や、全国のＪＣに「ウオッチ・ザ・議

会運動」を提唱するとともに、故・本田宗一郎

氏、故・井深大氏、牛尾治朗氏、秋山ちえ子氏

らと全国を行脚し、「国鉄民営化」「議員定数削

減」公務員の特殊勤務手当等削減」の実現の一

助となった活躍もすごい事です。地元につくす

ばかりで無く全国レベルの政治に影響を与え

て現在第 2570 地区のガバナーに至っておりま
す。 
この様な加藤ガバナーの卓話にはいつも勉

強させられます。 
仏教の考え方を交えて現代のロータリーで、

この地区で今何が出来るか、「今を大事に！」

というガバナーの本年度のターゲットに集約

されていると感じております。会員の皆様には

今日は加藤ガバナーに浸っていただきたいと

思います。 
ガバナー、卓話宜しくお願いします。 
 以上で本日の会長挨拶とさせていただきま

す。 
 
 
 

幹 事 報 告 

     
    渡邊 藤男 
 
１． 地区より 
＊ 第二回会員増強セミナー開催のご案内 
＊ 入会 3 年未満会員研修会の開催につい
て 

＊ 11月のロータリーレート（90円） 
＊ 2008～09年度 ガバナー月信合本 
＊ 2008～09年度 地区大会報告書 
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２． 熊谷市国際交流協会より 
＊ シェイクハンズ№58 

３． 社会福祉法人熊谷市社会福祉協議会よ

り 
  ＊「赤い羽根共同募金」について（お願い） 
４．熊谷市教育委員会より 
  ＊平成 21年度熊谷市文化功労者・ 
   教育関係職員表彰式開催の御案内 
５． 熊谷防犯協会より 

＊ 第 15回熊谷警察署管内地域安全・ 
 暴力排除推進大会への御参加について 

     
      以上が届いております。 
 
 

ガバナー公式訪問 

クラブ協議会クラブ運営方針 
 
    熊谷南 RC第 13代会長 棚澤 正行 
 
第 13代会長の棚澤正行でございます。 
まずは会長方針からお話させていただきま

す。  
ジョンケニーRI会長の「ロータリーの未来は

あなたの手の中に」というテーマを考えるとこ

の世界不況と言われている時期に、ロータリア

ン一人一人が自分を，また自分の会社を見つめ

なおし、考えさせられるテーマと感じます。 
 
ポールハリスフェロー氏の発した言葉にあ

る様に、ロータリーの要はクラブであり、会員

の減少、それによる会費の減少からくるロータ

リー活動への妨げ、CLPの導入を試みての少人
数でのクラブの運営、予算立て、新入会員のな

り手が少ない中での会員増強などなど。マイナ

ス要素しか思い浮かばない中でのクラブを活

性化し新しい試みに挑戦していかなければな

りません。 
 
まさに、会員一人一人が「ロータリーの未来

はあなたの手の中に」という言葉をかみしめて

ロータリアンとして活動しなければいけない

時期だと思います。 
 
そこで、我が南クラブといたしましては、例

会、各委員会活動、予算立て等で無駄を省き、

できるところをスリム化しました。 
例会については卓話の充実を図り、魅力のあ

る講師にお願いしたいと考えております。 
すでに卓話は、清水特別代表をはじめ、熊谷

市長の卓話、クラブ奉仕としての会員の勉強会

として、今度上場をする予定のビジネスコンサ

ルタントなどの卓話をすませました。 
今後は、熊谷警察署長やエコノミストなど会

員が出席したくなる卓話をしていこうと考え

ております。 
また移動例会については、上場企業の工場見

学として、先月ハイデイ日高さんの行田工場へ

行きオーナー会長の神田さまの卓話を聞いて

まいりました。 
他クラブへのメークアップとしては、来週の

親睦旅行の一環で、山口地区会員増強委員長の

お勧めの日本一女性会員の多い、東京恵比寿Ｒ

ＣへのＭＵに行くことになっております。 
 
また、RI会長の協調事項にある、「クラブに

始まり，クラブに終わります」という言葉の示

す通りロータリー活動の基本は自分のクラブ

に、すなわち熊谷南ロータリークラブにあると

いうことを再認識しクラブとしての活動を魅

力あるものにしていきたいと強く思います。 
 
加藤ガバナーのテーマである「今を大事に」
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ということは、「今に向き合って精いっぱい生

きる」ということであり、実践しなければ成ら

ない指命があると信じ、残された生涯のガバナ

ーにとってのテーマでもあるそうです。 
時間を無駄に過ごすことは、自分の命を捨て

ることと同様とまで強くおっしゃっておりま

した。この意味を踏まえ、この年度を成功させ

るべく精進していこうと考えております。 
 
まず、クラブ管理運営・会員組織に関しては，

岡部常任委員長に親睦，出席・ニコニコ、プロ

グラム、会員増強・会員選考・職業分類、会報・

広報の各委員会をまとめていただき、IDMを行
い指示をだしていただきたく考えております。 

 
親睦活動については、奥田委員長にどんどん

目立っていただき、高田副委員長とともに、会

員の中またはご家族の中で特技、才能を披露し

ていただける方を発掘し、お手伝いをして頂き、

家族で楽しめる企画をしたいと考えておりま

す。本年度の親睦例会は、講師を囲んでの立食

パーティーや会員のイニシエーションスピー

チを行なっております。 
 
出席ニコニコ委員会は、高田委員長と奥田副

委員長との親睦委員会と連携したタッグにな

っており、会員の皆様にはこれだけでも「出席

しなくてはだな～、良い事を見つけて今日もニ

コニコ入れるか！」という気が起きてくるもの

と信じております。また特に目標やノルマは設

定しませんが、ご理解のほどよろしくお願いし

ます。 
プログラムについては、私が幹事を務めさせ

ていただいた年度の李パスト会長に就任して

頂き、『「会員が喜ぶ例会とは？どっちの企画の

方が出席したくなるか？」を良く考えながらや

った方がいいよと』の指導を頂きました。 

その言葉を良く踏まえて企画していきたい

と考えております。 
 
また特に会員増強に関しましては、南クラブ

の現状は現在 26 名で、7 月 1 日に新入会員が
入会し 27名でのスタートとなりました。 
平均年齢 55.14歳の若いクラブです、という

事はほとんどの会員が現役と言う事であり、こ

の不況のあおり忙しく飛び回り出席があまり

できないと言うのが現状です。 
３０人が地区でも一つのクラブの規模の基

準に成りつつあるので当クラブの会員を３０

人にまで新しく作った入会案内を活用し、増強

したいと考えております。 
 
会報広報の植竹委員長には、思う存分才能を

発揮して頂き、新しい会報のシステムや各種広

報誌やメディアを通じての今までにない広報、

PR活動をして頂きたく考えております。また、
インターネットに動画で例会の模様を、パスワ

ードをつけてアップするようにいたしました。 
 
奉仕プロジェクトに関しては、澤田常任委員

長の指導の下、新しい企画を提案し合い、現在

の南クラブでできることは何かを模索し実行

したいと考えております。  
その中の社会奉仕活動として、今までの桜の

植樹、ムサシトミヨの越夏調査への参加等の事

業の継続、またお金をかけずに社会奉仕活動と

いう中で、すでに今年度行ってまいりました献

血活動への再参加、ガバナーの方針にもあるこ

の地域の各団体との連携をした奉仕活動の具

現化をしたいと考えております。 
 
また、国際奉仕については、佐川委員長の熱

心な留学生への思いに引っ張られながら、当南

クラブが将来また、親善留学生の交換ができる
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体制に持っていけるように考えております。 
 
財団・米山に関しましては馬場常任委員長と

話し合い、チャレンジ寄付ということも踏まえ、

不況の中とはいえ、ガバナーの意になるべく添

える様に会員一人一人に理解を求めたいと考

えております。 
現在すでに、私がベネファクターを、まだ盾

は届いておりませんが新米山を島崎委員長と

岡部パスト会長にしていただきました。 
 
SAA にはベテランの加藤公一委員長に就任

して頂いているので、楽しい例会の進行になる

と信じております。 
 
会計については地区会員増強委員長の山口

副会長に就任して頂いているので，安心です。 
 
会員の皆様のご協力を得て会員増強、社会奉

仕、親睦等、渡邊幹事とともに１年間務めさせ

て頂きたく考えております。 
 ガバナー、ご指導のほどよろしくお願い申し

上げます。 
                               

    以  上 
 

 
 

本庄ＲＣ・地区大会実行委員長・渋谷修身様 

 本日はお世話になります。 
本庄ＲＣ幹事・今泉憲治様 

 ガバナー公式訪問の随行で参りました。よろ

しくお願い致します。又、役員・理事の皆様

ご苦労様です。 
棚澤正行会長・渡邊藤男幹事 

本日は加藤玄静ガバナー、細井保雄補佐、随

行の本庄ＲＣ今泉幹事、渋谷地  区大会実

行委員長御来訪有り難うございます。加藤ガ

バナー卓話楽しみにしています、また本日は

ご指導宜しくお願いします。 
萎沢利行会員 

 加藤ガバナー、細井ガバナー補佐ご来訪有難

うございました。ご指導お願い致します。 
岡部俊之会員 

 ２５７０地区加藤ガバナー、本日は公式訪問

ありがとうございます。細井ガバナー補佐先

週に引き続きご苦労様。本日もよろしくお願

い致します。 
加藤博会員 

 本日、加藤玄静ガバナー様、細井保雄ガバナ

ー補佐様、本庄ロータリークラブ今泉幹事様、

渋谷地区大会実行委員長様、当南クラブのガ

バナー公式訪問にご来訪いただきありがと

うございます。ご指導よろしくお願い致しま

す。 
井上哲孝会員 

 皆様こんばんは!!加藤ガバナー、細井ガバナ
ー補佐、ようこそ熊谷南ＲＣへお越し下さい

ました。本日のご指導、宜しくお願い致しま

す。 
山口茂会員 

 加藤玄静ガバナー、細井保雄ガバナー補佐、

公式訪問ありがとうございます。御指導よろ

しくお願い致します。地区大会実行委員長、

渋谷修身様、今泉憲治幹事様ありがとうござ

います。本日、よろしくお願い致します。 
馬場孝会員 

 第２５７０地区、ガバナー加藤玄静様、ご来

訪いただきありがとうございます。本日はご
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指導の程、よろしくお願い申し上げます。 
齊藤才子会員 

 加藤玄静ガバナー様ご来訪ありがとうござ

います。先程は新入会員としての貴重なお話

をいただきましてありがとうございました。

私は音楽指導員として埼玉県の代表として

活動しています。つきましては、１１月２３、

２４日に開催されます全国シンポジウムの

ご案内をいたします。音楽を愛する方はどな

たでも参加できます。音楽をベースとしてよ

り良い社会作りを目指しています。よろしく

お願い致します。 
新井正一会員・丑久保紀美会員 

 加藤玄静ガバナー様、ご来訪有難うございま

す。 
高田直樹会員 

 ＲＩ第２５７０地区ガバナー加藤玄静様、ガ

バナー補佐細井保雄様、地区大会実行委員長

渋谷修身様、本庄ＲＣ幹事今泉憲治様ご来訪

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。 
[奥様誕生] 
新井正一会員 

 妻に美しい花をありがとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 


