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第３０回（５９３回）会長挨拶
棚澤

正行

皆さんこんばんは、連休いかがでしたでしょ
うか？
まずは理事会の報告から、地区からのセミナ
ーの案内の出席者を決め、また行田さくらＲＣ
からの 6 月 1 日（月）の「我等の生業」発刊記
念例会に会長・幹事で出席する件、ロータリー
の森ゴミ拾い参加の件、これは私と岡本委員長
で今度の土曜日に行ってまいります。東ＲＣか
らのホープコンサート 2010 後援依頼の件など
について話し合いました。セミナーについては
昨年から次年度の前倒しのものが今年も始ま
ってきております。
また親睦については、ジャズシンガーで熊谷
の有名人の masumi さんが少ない親睦の予算
で依頼を受けて頂き、理事会の承認を受けまし
た。楽しく思い出に残る引継例会にしたいと考
え奥田委員長にお骨折りを頂きました。皆様楽
しみにしていてください。
５月１日（土）には高田年度の理事・役員・
各委員長の顔合わせが、井上会員のお店の「チ
ャチャポーヤ」でありました。
高田エレクトの次年度活動計画をお話しし
て頂き、各委員長がそれに従った決意表明をし
た次第です。そこで出てきたのが、例会時間内
の食事を早くすることでマルマル一時間例会
に充てられ、更に充実した内容にする事ができ
るという事です。たのしみですね〜
ということで、本日この後臨時総会と言う事
になりました。

地区の浅田委員長より規定審議会で採決し
た重要案件について会長挨拶で話しなさいと、
メールがきておりました。
と言う訳でつまらない話を少しさせて頂き
ます。
２０１０年４月２５日〜３０日の６日間アメ
リカシカゴで開催されました。
219 の制提案、決議案を審議し採決が終了しま
した。
採決した中で、本質的、運営面で重要と思われ
る制提案は、
＊４大奉仕から５大奉仕へ
＊人頭分担金の値上げ
＊クラブ運営の本質にかかわるＥクラブの承
認
＊クラブ終結条件の追加
＊地区境界変更の前提変更
＊インターネットによる機関雑誌購読
＊ＲＩ元会長達の経費削除要求
だそうです。
私は一通りめを通しましたが、この中で目を
引いたのは、Ｅクラブについて地区で一か所、
全世界 50 までとする修正案は日本がＥクラブ
と旧クラブで対立するのではないかと懸念し
反対したにもかかわらず、９９対 401 で否決さ
れ、一地区に２クラブは３１１対 197 で採択、
「奉仕の実践」ができるか？親睦の実現ができ
るか？などの反対意見がありましたが、高齢化
を防ぎ会員拡大につながると４３０対 85 で採
択されたそうです。
それと、ネットで機関紙を受け取ることを認
めるも２６６対 238 で採決、旅費については会
長・会長エレクト、Ｒ財団管理委員長、事務総
長、理事、管理委員はよいとしても元の人達は
ビジネスの出張には問題がある（年間１００万
ドルの削減が見込める）については、国の元首
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相クラスでも特権が残っているからという意
見もあったらしいですが、３３７対 171 で採択
となったそうです。
皆さん、１００万ドルは１億円ですよね、ど
うお感じになりましたか？
私は、寄付金の使い道を間違えないでほしい
と感じました。
そんなところで
今日は、次年度担当の地区協議会の報告とな
っております、高田エレクト宜しくお願いしま
す！

幹

事

報

告
渡邊

藤男

１． 地区より
＊ 駿河台大学 HP 飯能 RC「第 14 回外国
人留学生日本語ス
ピーチコンテスト」の記事掲載について
＊ 2009〜10 年度第 3 回ブライダルパーテ
ィー開催のお知らせ
＊ バギオだより Vol.１８
２． 熊谷市国際交流協会より
＊ 年度会費納入のお礼
以上が届いております。

地区協議会報告
会長部会

会長エレクト

高田直樹

４月２５日（日）、埼玉工業大学キャンパス
に於いて、２０１０年地区協議会が開催されま
した。当クラブからは次年度のクラブ運営を担
っていただく各委員長さん、地区への執行役員、
総勢１０名で参加をして参りました。
本来でしたら１２名での参加になる予定で
したが、間際に２名の欠席が出てしまい、代理
出席での対応も出来ずに、残念ながら２つの部
会に欠員という事態ができてしまいました。地
区協議会という事実上次年度の船出に際しま
して一抹の不安を残す結果となりましたが、ご
参加頂きました皆様の心強い協力、友情に際し
まして次年度のクラブ運営の活性化を確信す
ると共に、ご出席を頂きました皆様に深く感謝
を申し上げます。
午前中からの本会議では、次年度の目標と方
針が西川武重郎ガバナーエレクトより発表さ
れました。
次年度、国際ロータリー会長は、レイ・クリ
ンギンスミスさん、米国ミズリー州カークビル
の弁護士さんで、２０１０−１１年度 RI 会長
テーマは「地域を育み、大陸をつなぐ」です。
テーマの表す事は、ロータリーは世界でも比類
のない優れた組織で、私たちは地元地域の精神
とソースを育んでおります。また、住みやすく
働きやすい世界をつくるために、世界中の人々
の善意をつないで協力と支援を得ることにか
けては、世界でも私たちの右に出る団体はない
であろうとの自負をもとに言い表しておりま
す。
又次年度国際ロータリー２５７０地区西川
武重郎ガバナーテーマは−幸せな未来を創る
ために−「利他の心で行動しよう」です。人間
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は２０世紀の１００年間、豊かさと便利さを求
めてきた結果、大きな自然を破壊してしまい、
今はいかに自然と共生する社会を創ることが
できるかが問題になっております。そして現代
社会は人の心の豊かさを見失った、人と人との
絆の薄い殺伐とした社会になり、このような社
会であるからこそ、自己中心的な考え方とは対
極にある、人の為に役立ちたい。その為に奉仕
をする「ロータリーの心」が大切になってくる
と言われております。
レイ・クリンギンスミス RI 会長、西川武重
郎ガバナー共に、ロータリーの原則を再確認し、
四大奉仕部門の奉仕理念と奉仕活動の実践か
ら、クラブ管理運営を図っていくことを示して
いると思われます。
午後からの分科会であります、会長部会につ
きましては、クラブ会長としての心構えを部門
アドバイザーの真下パストガバナーより講義
をいただき、なかでも次年度より新しく始まる、
クラブ研修リーダーの役割について、多くの時
間を費やした内容でした。
今年度、熊谷南ロータリークラブの運営にお
きましても、地区協議会での方針を基に、地域
において「今何が必要とされているか」、今の
時代において「何をもとめているか」をよく見
極めて、継続活動、継続事業を引き継いで、ク
ラブ運営、管理の維持強化等、新たなクラブ活
性化に向けて活動して参ります。
また、次年度は澤田ガバナー補佐選出クラブ
として、全会員参加による運営を目指し、更な
る１５周年という節目の年度へ繋ぐにふさわ
しい年にしたいと思いますので、皆様のご協力
をお願い致します。

クラブ奉仕部会
次年度会員増強委員長

岡部俊之

加藤ガバナーのお話から始まりました。ロータ
リー以外の人にロータリーの話をしよう。それ
が出来なくてロータリーへの入会を勧められ
るか？
井花部門委員長からは会員増強、広報は、ロー
タリーにおける両輪である。
そして我が同僚であります、山口増強委員長は
りきってました。昨年はガチガチでしたけれど
も、今年はソフトに闇夜にトリガーを引き絞る
が如しと。
昨年 1856 人→今現在 1852 人 −4 人
１G −８
２G −２
３G ＋１
４G −３
５G ＋８
ということで、増強が成功しているクラブは、
パスト会長のロータリーの知識の豊かさで入
会を促すパスト会長の役割の大変重要なので
あると力説していました。
ちなみに、世界の女性構成員は 15％、日本 4.3％
25 名 地区 4.2％であります。
横塚広報記録委員長
ロータリーの広報、ロータリーの 1 人１人の背
中、ロータリーのすばらしい事業を吹聴せず、
むしろ陰徳の方向にあり、しかし今後は会員増
強にも役立つロータリーの公共的なイメージ
アップ、やはり PR が必要であるということで
した。
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井上哲孝会員
皆様こんばんは。やっとこの時期らしい陽気
になって来ましたね！次期役員 の皆様方
には、当店“チャチャポーヤ”をご利用いた
だき、ありがとうございました。日に日に、
緑の色が濃く、鮮やかになって来てます。自
然って素晴らしいですね。井上でした。
奥田副委員長

棚澤正行会長・渡邊藤男幹事
声の出ない高田エレクト、首の痛い植竹副幹
事、臨時総会と次年度担当例会の地区協議会
報告会よろしくお願いします。
高田直樹会員
皆さん今晩は!!今日はクラブ協議会です。地
区協議会の報告宜しくお願いします。声が出
ませ〜ん。
植竹知子会員
先日、4 月 27 日追突事故にあい、GW に入
ってから大風邪をひき、身体中が痛くなり、
やっと昨日あたりから調子がよくなってき
ました。今日また、高田エレクトから風邪を
うつされそうな感じです。
澤田將信会員
お世話になります、サワタで〜す。本日地区
協の報告ですネ!!よろしく。
馬場孝会員
こんばんは！本日、新入会員希望者、清水保
人さんの所へ会長と行き、入会申込書をいた
だき、理事会を通りました。皆様よろしくお
願い致します。
岡部俊之会員
連休前に屋久島の縄文杉まで登ってきまし
た 。 道 な き 道 を 11 時 間 、 ま さ に 死
の行程でありました。縄文杉は神々しく杉に
エネルギーをもらいスケッチまでして感激
して帰ってきました。

