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第１６回会長挨拶
棚澤

正行

皆さんこんばんは、次回がクリスマス会とい
うことで、今回がいつもの形での今年最後の例
会となります。
前回の親睦例会には体験例会ということで、
２人のお客様にご参加いただきました。飯島さ
んは現在２８歳で JC に入会しようと考えてお
られるみたいでした。
福田さんは例会の後一緒に飲みに行きまし
てお話を聞いたところ、奥さんの承諾を得れば
入会したいと話しておりました。南クラブは厳
正な審査があるので、それを通過したら入会お
願いしますと話しておきました。見てのとおり
の方です一月の理事会には入会申し込みが提
出される予定です反対とかなく無事通過した
際には、一月からご入会いただけるみたいなの
で皆様よろしくお願いします。
所感ですが、会員がこのまま減少を続けると
このガーデンパレスで例会をすることが出来
なくなってしまいます。今回、スリム化という
ことで大幅なリストラをしたつもりです。これ
以上のリストラはこの会場を使うのは無理と
いう結論になってしまいます。今回親睦例会に
体験例会という形をとらせていただきました
が、会員の皆様がこの人はと思う方をお誘いい
ただきたいと考えます、どうか会員増強にご協
力いただけますようよろしくお願いします。
去る１１月８日高城神社の酉の市の祭礼の
行事に参加して参りました
各団体より著名なかたがたが参加しておりま
した。弥生町から元町地区の総代として加藤直
前会長が参加されていました。

その後、細井ガバナー補佐からのお誘いで、
一時半より行田のアイトピアで浅田研修委員
棚
長のセミナーに幹事と参加して参りました。こ
れは、テーブルディスカッションの進め方、教
え方、テーブルリーダーの養成の勉強会でした。
詳しくは幹事から報告して頂きます。
浅田委員長が「山ちゃんは今日はどうし
た？」と聞いてきましたので、「新入会員を従
えて今日は日高ＲＣに卓話行ってます。」と答
えておきました。そこに何か２人の信頼関係を
感じました。
そして夕方６時より加須市にある「レストラ
ンともえ」に第５グループ第４回会長幹事会に
一人で出席して参りました。
その中で、各会長、幹事は、現在どう感じて
いるかを一人づつ話しました。大きなイベント
を前半に終わって 80%は終わったと答えると
ころも多かったです。
西ＲＣは４/２３に予定の３５周年事業が控
えているので気が抜けない、
東ＲＣは、やはり３５周年をいしきしている
ということと、５月末予定の剣道大会まで気が
抜けない、吉田幹事は毎週の出席率の向上に尽
力していると話しておりました。
籠原は、クラブ内の旅行同好会でベトナムへ
行き、アンコールワットなどの世界遺産を２泊
３日で今朝帰国したので寝不足と言ってまし
た。
熊谷は旅行も無事終わり、今度のクリスマス
会が終わると８０%終わった気がすると言って
ました。
羽生は金銭的に厳しい、４月に京都へ旅行、
地区の研修に会員がみんな参加してくれてい
るのが嬉しい、幹事は「会長がケチな事を云わ
ずイベントにドンドン金を使えと言っている
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ので面白いが、最後足りるのだろうか？」と言
っておりました。
吹上は幹事のみ参加で９０%終わった。
行田は２月１１日の文化講演会のお願いを
していました。
行田さくらはＩＭというビッグイベントが
おわった、その時に今年の事業としての１００
万円と桜の苗木を１００本寄付ができたのが
良かった。物故会員の発表を昨年の幹事の名前
を言うのがつらかったと島崎幹事が言ってま
した。
加須は会長幹事会が無事終わればあと半年
と言ってました。
当南クラブとしては、やはり前半に少しとばし
て行事を集中させて為、後半は移動例会や卓話
を充実させて、また東クラブとの合同例会もや
りたい。ガバナー補佐を選出したことでこれか
ら何かと大変になるのではという気持ちです
と話してきました。
この様に、あと少しで下期ということで８
０％終わったという意識が多いのですが、これ
もひとえに会員の皆様方のご協力でございま
す。
南ＲＣ会長として下期も気を抜くことなく幹
事ともども精進していきますのでよろしくお
願いします。
本日のプログラムは年次総会となっておりま
す。次年度の人事について高田エレクトよりお
話があります。よろしくお願いします。
以

上

幹

事

報

告
渡邊 藤男

１． 地区より
＊ 第 2 回職業奉仕部門セミナー開催のご
案内
＊ ライラデー出席の再度のお願いと登録
料のお振込みについて
２． 行田さくら RC より
＊ IM のお礼状
３． 熊谷東 RC より
＊ 会報
以上が届いております。

１２月８日（水）に棚澤会長と渡邊と二人で行
田さくらＲＣの勉強会へ、出席して来ました、
講師は地区研修リーダー浅田進（本庄南ＲＣ）
様を中心に、さくらＲＣの会員も含めて１０名
程で行われました。
勉強会の内容は、講師（デスカッション・リー
ダーＤＬ）研修です。
この研修方法は、ＰＥＴＳや地区協議会におけ
る研修方法としてＲＩの研修セミナー指導者
手引き、に記載されており、今後導入が予想さ
れます。
ＲＬＩ(Rotary leadership Institute ロータリ
ー指導力研究会)でも採用されている研修の進
め方です。
研修の目的は、デイスカッション・リーダーに
学ぶ為の知識と技術を提供、将来ＲＬＩと共に
活動出来る、デイスカッション・リーダーを養
成する等です。
研修の進め方は、参加者が車座になつて受講者
の発言を中心に、デイスカッション・リーダに
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よる意見交換です、従来の方式とは異なります。
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕(新世代)委員会
と言う浅田研修リーダーの説明後、これを実践
次年度委員長 加藤 博
してきました。

年次総会
会長エレクト

高田

直樹

只今の年次総会に於きまして、熊谷南 RC 第
14 代会長にご信任を頂きました高田です。
合わせて、次年度役員・理事全員が皆様のご
信任をいただき、皆様の友情とご協力に心より
感謝申し上げるところでございます。
すでに皆様がご存知の通り、次年度は当クラ
ブ熊谷南 RC より国際 RI 第 2570 地区第 5 グル
ープのガバナー補佐として、澤田パスト会長に
選出いただいております。
この事からもガバナー補佐本人はもちろん
の事、選出クラブとしても大変注目をされる年
度になると思われます。
その様な状況の中で、次年度は今までにも増
して皆様方全員での協力体制が必要になって
参ります。当然、今後皆様にご協力をいただき、
運営、活動しやすい体制づくりを目指して参り
ますので、全会員の皆様がひとつ一枚岩となっ
てクラブの運営、そしてクラブの活性化を図る
ことが出来ますようにご協力をお願い致しま
す。
最後となりますが、次年度はこれらの事をひ
とつの機会として熊谷南 RC 全員参加の組織、
運営を目指し、さらなる次の 15 周年という節
目の年度へ繋げて参りたいと考えております
ので、是非、皆様のさらなるご協力をお願い申
し上げます。

年次総会において、2010 年〜 2011 年度の
熊谷南ロータリークラブ役員、理事のご承認を
いただきありがとうございます。高田会長予定
者は私の会長の時の優秀な幹事役を引き受け
ていただきました。そんな関係もあって、高田
年度には、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕（新
世代）委員長をうけさせていただきますが、よ
ろしくお願い致します。

日高クラブを訪問して！
１２月 8 日、山口地区会員増強委員長と日高ロ
ータリークラブにメークアップに参加して
来ました。山口地区会員増強委員長の、会員
増強の卓話を初めて聞きなるほどなと、
感心しました。
日高ロータリークラブは当クラブと同じ位の
規模で、会員数 24 名（内女性４名）の
こじんまりしたクラブでした。
第一印象は年配の方が多いなと感じました、
発足して２３年経過して当クラブの２倍、経
っています。新しく会員が加入しないと当ク
ラブもこうなるのかなと感じました。
例会の流れは、ほとんど同じでしたが、黒板の
目次を見ると会長挨拶で無く会長の時間と
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か出席の報告や、ロータリー３分間情報報告、 山口茂会員
皆さん、こんばんは。昨日、石井会員と日高
などちょっと違った表現も有りました。
RC に行ってまいりました。会員２４名、女
ロータリー３分間情報報告は当クラブでも
性会員４名、当日出席２０名、活気あるクラ
採用しても面白いと思いました、
ブで、石井さんも、入会歴１０年の貫禄があ
それと、当番と言うのが有って例会まえに、
りました。
当番が少し早く来て椅子やテーブルを
佐川順一会員
並べたり、準備をしたりするそうです。これ
棚澤会長年度、いよいよ半年が過ぎ、本日の
は多分日高市商工会館が例会の場所だから
総会を迎えることが出来ました。皆様と等し
と思われます。
くお慶び申し上げます。後半も活躍の程、御
期待申し上げます。
他のクラブを見学して、色々な方法や進め方が
加藤博会員
有るなと感心して来ました。
棚澤会長、渡邊幹事様、半年たちますね。よ
くやってますね。次年度、高田会長さん、植
竹幹事さん、準備大変でしょうが、頑張って
平成 21 年 12 月 12 日 石井 一則
下さい。
島﨑次弘会員
本日の年次総会よろしくお願いします。
馬場孝会員
こんばんは。今夜もよろしくお願い致します。
植竹知子会員
１２月！慌しい日々です！クリスマスの記
事がのった女性向け情報誌ラ・パタタをぜひ
奥様へ……次の、１２月２３日号は、年越し
そば特集です！おいしいおそば屋さん教え
て！
高田直樹会員
皆さんこんばんは。本日の年次総会宜しくお
棚澤正行会長・渡邊藤男幹事
願い致します。又本日もたくさんのご投函あ
本日は、年次総会です。高田エレクト宜しく
りがとうございました。
お願いします。次年度の話が出てくるとあと
半分かと感じます。幹事ともども後半戦もが
んばりますので宜しくお願いします。
岡部俊之会員
昨晩、酉の市でした。熊谷中のお金を全部集
めてしまおうと、一万円札が重なる程度の大
きさのクマデを買って来ました。これで不況
対策は万全です。

