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会長挨拶 
                              

    棚澤 正行 
 
 皆様、明けましておめでとうございます、今

年も宜しくお願い致します。 
報告ですが、昨年末は１８日の合同クリスマス

例会の後、色々ありました。 
 
 まずは、ニュースで御存じかとは思いますが、

当クラブ会員の新井さんの会社の㈱サンアイ

さんへとんでもないサンタが訪問しました。 
 新聞によると、 
「サンタ」なのに…清掃会社侵入、社長に暴行し放火  

(スポーツ報知 )  

 埼玉県熊谷市のビル清掃会社事務所で２１日午後６

時４０分頃、サンタクロースの衣装を着た男が侵入し、

同社の男性社長を暴行した上、放火して逃走する事件が

起きた。事務所は全焼し、社長は肋骨（ろっこつ）骨折、

両足やけどなどを負う重傷。埼玉県警熊谷署は、建造物

等放火と傷害の疑いで男の行方を追っている。   

 

 クリスマス前にやってきたのは、あわてんぼうなサン

タではなく、極悪サンタだった。   

 

 熊谷署によると、２１日午後６時４０分頃、熊谷市内

のビル清掃会社「サンアイ」の事務所２階に、全身をサ

ンタクロースのコスプレで固めた男が侵入。１人きりで

仕事をしていた同社社長の新井正一さん（６１）に対し、

いきなり催涙スプレーを吹きかけた。   

 

 驚いた新井さんは「何だコノヤロー！」と消火器を投

げて抵抗したが、逆に男は机の上にあったセロハンテー

プの台座を投げ返すと、近寄って新井さんの顔を平手で

何度も殴った。もみ合いになると、噴霧器で床に灯油か

ガソリンのような液体を散布し、ライターで火を付けて

逃げ出した。男は侵入から逃走まで終始無言だった。   

 

 １階の別の会社にいた男性が出火に気付き、窓からハ

シゴで新井さんを救出し、１１９番。火は１時間３０分

後に消し止められたが、２、３階部分の約９８平方メー

トルが全焼。新井さんは肋骨骨折、両足やけど、顔面打

撲の重傷を負って入院した。   

 

 ビル清掃、ビルメンテナンス、不動産業などを営む「サ

ンアイ」で７０人以上の従業員を束ねる新井さんは「男

とは面識はない」「（仕事上での）トラブルなどは、何も

思い当たらない」と話している。   

 

 犯行時の男は上着、ズボン、帽子、靴をすべてサンタ

クロースの赤い衣装で統一していた。身長１６０～１７

０センチで年齢は５０歳前後。メガネを掛けて体形は小

太り気味と、まさにサンタを連想させる風体だったが、

ヒゲはたくわえていなかったという。   

 

 現場は大通りに面しており、サンタクロースの格好を

した人間がいればひと目で分かるような場所だが、目撃

情報は出てきていない。さらに、事務所の２階に侵入す

るには１階のフロア内にある階段から入る経路しかな

いが、１階にいた男性は男に気付かなかった。同署は、

侵入ルートを調べるとともに、着替えて逃走中とみられ

る男の行方について、捜査を進めている。  

とのことでした。  

 ここまでが新聞記事でしたが、ご本人の話と

マスコミは結構違うところがあり大した怪我

ということではなく、入院されましたが１２月

２９日に退院されたそうです。 
 
 また、昨年末に齊藤会員より家庭の事情とい

うお話で、御引き留めはしたのですが退会届が

提出されました、そして先程の理事会にて承認

されました。 
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 また、良い話も舞い込んできました。 
 以前から、李パスト会長と渡邊幹事が介入し

ていた歯科医師の長谷川さんが入会をして頂

けるという事で、幹事とともにご挨拶かたがた

入会申し込みを書いてもらってきました。長谷

川会員はお仕事の都合から３月よりご入会頂

けるという事です。 
 更に、馬場会員と植竹会員のご紹介で前市Ｐ

連の会長の中島さんという万吉の豆腐製造業

の方のところに、馬場会員と入会申し込みをも

ってもってご挨拶に行ってきました。中島さん

はその場でご入会の意思表示を頂き２日後に

申し込み書を頂いてきました。 
 このお二人を持ち回り理事会でご承認を頂

き６日にご連絡させていただきました。そして

めでたく本日中島会員にはご出席頂いた次第

です。 
それから、体験例会に来て頂いた福田さんはあ

と数カ月待ってくださいとのことでした。 
 
 理事会の御報告としましては、第二四半期決

算、３月２４日に東ＲＣとの合同例会の企画、

２・３月のプログラム、クリスマス例会の決算、

地区役員の委嘱について御承認を頂きました。 
 次年度の地区役員に補佐に澤田さん、会員増

強委員長に山口さん、広報記録委員に佐川さん

を地区より委嘱の依頼があり、理事会で御承認

頂きました。 
 
会長挨拶として少し、昨年はあわただしく行事

をこなし、そういう中でも考えていた事の半分

以上は達成できたと思います。 
これはひとえに会員のみなさまのご協力、と渡

邊幹事の御尽力によるものです、ありがとうご

ざいました。 
今年は幾らか余裕を持って、例会の充実と楽し

い企画を試みたいと考えてみたいと思います。

詳しくはこの後の新年の挨拶の中でお話しさ

せて頂きます。 
                       

以上でございます。 
 
 
 

幹 事 報 告 
            渡邊 藤男 

 
１． 地区より 
＊ 第 2 回クラブ奉仕部門セミナー開催の
ご案内 

＊ 第 2 回地区ロータリー財団セミナー開
催のご案内 

＊ ローターアクト(埼玉・西部)第 21 回地
区年次大会開催のご案内 

＊ 第 2 回職業奉仕部門セミナー開催にあ
たって 

＊ 第2回ロータリー入会3年未満者を対象
とするセミナー 

＊ 2009～10年度 第 2回ブライダルパー
ティー開催のお知らせ 

＊ 1月のロータリーレート 1ドル＝90円 
＊ 年賀状 
＊ 2010 年会長エレクト研修セミナー
（PETS）開催のご案内 

２． ロータリー米山記念奨学会より 
＊ 確定申告用領収書について 
＊ ハイライトよねやま１１８ 

３． 高城神社より 
＊ 平成 22年度元旦祭参列へのご案内 
＊ 節分祭 

４． 熊谷青年会議所より 
＊ 新年会のご案内 

５． 立正大学より 
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＊ 立正大学学園新聞 
６． 麻薬・覚せい剤乱用防止センターより 
＊ 国連支援募金協力のお礼 
         

以上が届いております 
 
 
 

新年の挨拶 
                           

   熊谷南ＲＣ会長 棚澤正行 
  
 あらためまして、今年も宜しくお願いします。 
 先程もお話しましたが、昨年はあわただしく

行事をこなし、そういう中でも考えていた事の

半分以上は達成できたと思います。 
 今年は幾らか余裕を持って、例会の充実と楽

しい企画を試みたいと考えてみたいと思いま

す。 
  
 具体的には、スリム化ということに関しまし

ては、今回の理事会で御承認頂き、まだ皆様に

はお配りしていませんが、例会費は第二四半期

決算で明らかなように１５７，０００円ういて

おります。 
  
 例会に関しては、講師を呼んでの勉強会や、

上場企業への移動例会などは、普段参加しない

会員や、他クラブの方々のメークアップもかな

りありました。後半は更に参加したくなるよう

な例会作りに励みたいと考えております。 
  
 クラブ管理・運営・会員組織に関しては、岡

部常任委員長の指示の元、ＩＤＭを行い上期に

かなりの行事を消化することが出来ました。 
 その中でも奥田委員長率いる親睦委員会は

納涼、旅行、クリスマスと大きなイベントをそ

つなく楽しくこなして頂きました。下期は新入

会員に親睦委員会に入って頂き新しいアイデ

アを盛り込んだ企画をしていただこうと考え

ております。 
  
 出席・ニコニコ委員会は、高田委員長の元、

ノルマや目標は無いのに順調とだと思います。 
  
 プログラムについては、李委員長と相談しな

がら、下期も充実させていこうと考えており、

１月には警察署長の卓話、２月には盛和塾塾生

で羽生クラブのパスト会長の卓話や当クラブ

会員の眼科医、坂本先生の卓話、弁護士矢部先

生の卓話などが決まっております。 
  
 会員増強に関しては萎沢委員長の元、３人は

増強して３０人のクラブにしたいという事で

の２７名でスタートしましたが、上半期に３名

入会が決まりましたが、一人退会されましたの

で、２８名で下期スタートです（厳密には３月

から２８名）。 
この状況下ではまずまずではないかと考えて

おります。会員選考・職業分類においても年の

瀬の忙しい中、萎沢委員長に動いて頂きありが

とうございました。 
 下期もこの南ＲＣにふさわしい方を勧誘し

ていきたいと考えておりますので、御協力のほ

ど宜しくお願い致します。 
 
 会報・広報については、植竹委員長の御協力

で出来た入会案内が地区のセミナーで褒めら

れたり、ガバナーに喜ばれたりしましたが、こ

こにきて２名の入会に繋がり、作った甲斐があ

ったと考えております。 
 
 奉仕プロジェクトに関しては、澤田常任委員

長と話し合い上期にできなかった今の南ＲＣ
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にできる事か何かをよく検討し、実行に移した

いと考えております。 
その中での社会奉仕活動としては、岡本委員長

にお骨折り頂き、上期に献血移動例会、通年事

業のムサシトミヨの越夏調査への参加、荒川河

川敷のゴミ拾いへの参加を行いました。下期に

は別府沼公園えの桜の植樹が３月１７日に移

動例会として行う事が決定しております。 
その他、下期には地域団体との連携での企画を

したいと考えております。 
 
 国際奉仕については、佐川委員長と相談して、

高田エレクトの意向に沿って留学生の受け入

れができる体制にもっていきたいと考えてお

ります。 
 
 財団・米山に関しましては、馬場常任委員長

と島﨑米山委員長のおかげで、上期に米山を岡

部さんと島﨑さんにやって頂き、下期にはポー

ルハリスフェローを馬場さん（ともう２人でし

たっけ？）にして頂けることになっております。 
 
 ＳＡＡに関しては、最近は私との目の合図で

分かりあえる加藤委員長のおかげで素晴らし

い例会運びになっていると考えております。 
 
 会計に関しては山口副会長に兼務していた

だいているので完璧です。 
 
 あと半年渡邊幹事と共に精一杯務めさせて

頂きますので、御指導御鞭撻のほど宜しくお願

い致します。 
これにて新年の挨拶とさせていただきます。 
                           

以  上 
 
 
 

幹事新年挨拶 
 
                       

    渡邊藤男 
 
会員の皆様、新年明けましておめでとうござい

ます。 
幹事より上半期の反省と、下半期の抱負をのべ

させていただきます、 
今年度の方針と致しまして、ペーパーレス化を

進めてまいりましたが、 
何か不都合な事は御座いませんか、返信等が少

ない為、改善の余地有りでは 
無いかと思はれますが、改善すべき点はご指摘

いただければ幸いです 
下半期の抱負では、例会への出席について会員

の皆様に考えて頂きたいと思います、上半期は

例会数２２回、平均出席率が 60.53%となって
おります、 
次年度は当クラブよりガバナー補佐を出す事

となり、次年度に向け下半期は 
とても大事な時となります、皆様のご協力を幹

事よりお願い致します。 
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棚澤正行会長・渡邊藤男幹事         

 新年明けましておめでとうございます。会員 
 の皆様のさらなる飛躍をお祈りいたします。 
 今年もよろしくお願いします。 
山口茂会員 

 新年おめでとうございます。中島様、ようこ 
 そ熊谷南クラブに入会下さりました。大歓迎 
 致します。皆様本年もよろしくお願い致しま 
 す。新春でデジタルカメラ 1万円であります 
 ので、ぜひ、お買い求め下さい。 
加藤博会員 

 新年おめでとうございます。棚澤会長様、高 
 城神社の 1月 1日元旦祭ではお世話様でした。 
 今年も渡邊幹事さんと頑張って下さい。中島 
 会員、ご入会おめでとうございます。 
植竹知子会員 

 新年明けましておめでとうございます！中 
 島さんようこそ！ワックワック！ロータリ 
 ーを楽しんで下さい。3月 22日 人とのふ 
 れあい朗読コンサート、皆様ご協力をお願い 
 します。 
馬場孝会員 

 皆様、明けましておめでとうございます。今 
 年もよろしくお願い致します。中島勉さん入 
 会おめでとうございます。これから一緒にロ 
 ータリーライフを楽しみましょう。 
榎本信哉会員 

 ご無沙汰いたしております。昨年10月以降、 
 インフルエンザに振り回されて、仕事が終わ 
 る時間が遅く、ロータリークラブへ出席出来 
 ず申し訳ございませんでした。年が明けて、 
 少し暇になりましたので、できる限り出席致 
 します。 
石井一則会員 

 皆さん、今年もよろしくお願い致します。新 
 入会員の中島様、宜しくお願いします。 
矢部喜明会員 

 あけましておめでとうございます。今年も、 
 よろしくお願いします。 
高田直樹会員 

 新年おめでとうございます。今年もニコニコ 
 BOXへのご投函宜しくお願い申し上げます。 
[会員誕生] 
棚澤正行会長 

 新年明けましておめでとうございます。あと 
 半年、渡邊幹事と共に頑張って行きます。今 
 年もよろしくお願いします。 
岡部俊之会員 

 明けましておめでとう御座います。今日は誕 
 生日を祝ってもらい、ありがとうございます。 
 私６３才 孫碧羽０才 孫太星 0才、今年正 
 式に認可された、収容定員 100ベットの特別 
 養護老人ホームいずみ熊谷は－2才、今年も 
 忙しくなりそうだ。 
井上哲孝会員 

 皆様、明けましておめでとうございます。保 
 険に喫茶店チャチャポーヤに車の販売に、と 
 りあえず順調な 1年でした。今年もがんばっ 
 て行きたいと思います。いよいよ５０の大台 
 も見えて来ました。これからも宜しくお願い 
 します。井上でした。 
[奥様誕生] 
榎本信哉会員 

 妻の誕生日は 1月 2日です。子供の頃からプ 
 レゼントとお年玉、ケーキとお せち料理が 
 いっしょでつまらない誕生日だったそうで 
 す。最近は毎年お花が届くのでニコニコです。 
お正月にも使え、大変ありがたく思っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 


